
ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん そばめし ウインナーピラフ ごはん ごはん ごはん カレーライス ミートスパゲティ ごはん ごはん

鶏肉の竜田揚げ すき焼き風煮 五目卵焼き 酢豚 赤魚の煮付け 青菜スープ ハンバーグ ガリバタチキン 鯖の塩焼き 回鍋肉 ポテトサラダ ブロッコリースープ 肉じゃが 豆腐チャンプルー

春雨サラダ もやしのごま和え ツナきゅうり 中華サラダ キャベツの塩昆布和え フレンチサラダ 切り干し大根サラダ きゅうりの酢の物 南瓜ソテー トマト こまつなのポン酢和え ブロッコリーサラダ

キャベツとわかめのみそ汁 なすのみそ汁 豆腐のみそ汁 卵スープ さつま汁 キャベツスープ もやしスープ じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 わかたまスープ みつば小鉢 のっぺい汁 キャベツと人参のみそ汁

みつば小鉢 みつば小鉢 みつば小鉢 みつば小鉢 みつば小鉢 誕生日ケーキ みつば小鉢 みつば小鉢 みつば小鉢 みつば小鉢 みつば小鉢
精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 中華めん 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 マカロニ・スパゲティ 精白米 精白米

栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 精白米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 ぶたひき肉 栄養強化米 栄養強化米

若鶏もも 牛もも 鶏卵 ぶたもも アカウオ ぶたばら ウインナーソーセージ 若鶏もも さば ぶたもも 牛もも たまねぎ 牛もも ぶたもも

竜田揚げ粉 清酒 かつお・昆布だし 清酒 しょうが キャベツ たまねぎ 食塩 食塩 清酒 調合油 にんじん 清酒 清酒

調合油 はくさい 鶏ひき肉 片栗粉 清酒 青ねぎ ミックスベジタブル 黒こしょう きゅうり キャベツ 清酒 トマトケチャプ じゃがいも 木綿豆腐

はるさめ 焼き豆腐 にんじん 調合油 濃口しょうゆ 調合油 ブイヨン 片栗粉 乾わかめ たまねぎ じゃがいも ブイヨン たまねぎ 鶏卵

きゅうり 生しいたけ たまねぎ にんじん 砂糖 焼きそばソース ソフトマーガリン にんにく コーン 赤ピーマン たまねぎ 濃口しょうゆ にんじん にんじん

にんじん しらたき 乾しいたけ たまねぎ みりん風調味料 食塩 薄口しょうゆ 濃口しょうゆ 穀物酢 長ねぎ にんじん ウスターソース しらたき たまねぎ

プレスハム 長ねぎ 青ねぎ 生しいたけ キャベツ こしょう 食塩 みりん風調味料 砂糖 テンメンジャン グリーンピース 砂糖 かつお・昆布だし りょくとうもやし

いりごま たまねぎ 薄口しょうゆ 青ピーマン 塩昆布 チンゲンサイ こしょう 砂糖 食塩 濃口しょうゆ カレールウ 食塩 砂糖 青ねぎ

穀物酢 かつお・昆布だし みりん風調味料 砂糖 ごま油 木綿豆腐 ぶたひき肉 ぶなしめじ 薄口しょうゆ こしょう じゃがいも こしょう 濃口しょうゆ ごま油

濃口しょうゆ 濃口しょうゆ 砂糖 トマトケチャプ 薄口しょうゆ 青ねぎ 牛ひき肉 エリンギ じゃがいも 中華だし プレスハム パセリ みりん風調味料 中華だし

砂糖 砂糖 食塩 濃口しょうゆ さつまいも 中華だし たまねぎ たまねぎ たまねぎ くりかぼちゃ きゅうり パセリ 清酒 薄口しょうゆ

ごま油 みりん風調味料 きゅうり 穀物酢 にんじん 薄口しょうゆ 木綿豆腐 ソフトマーガリン 油揚げ 食塩 マヨネーズ ゆでブロッコリー こまつな 食塩

キャベツ りょくとうもやし まぐろ油漬缶詰 中華だし ぶなしめじ 食塩 普通牛乳 切干しだいこん 青ねぎ 乾わかめ 食塩 ぶなしめじ はくさい こしょう

にんじん いりごま 薄口しょうゆ 片栗粉 板こんにゃく こしょう 生パン粉 まぐろ油漬缶詰 淡色辛みそ 鶏卵 こしょう ゆでスイートコーン 焼き竹輪 ゆでブロッコリー

乾わかめ 砂糖 食塩 りょくとうもやし 青ねぎ 食塩 きゅうり かつお・昆布だし はくさい トマト たまねぎ ぽん酢しょうゆ まぐろ油漬缶詰

たまねぎ 濃口しょうゆ 絹ごし豆腐 きゅうり かつお・昆布だし こしょう にんじん 中華だし ベーコン さといも コーン

かつお・昆布だし なす たまねぎ プレスハム 淡色辛みそ トマトケチャプ マヨネーズ 薄口しょうゆ ブイヨン にんじん プロセスチーズ

淡色辛みそ たまねぎ にんじん いりごま ウスターソース 食塩 食塩 薄口しょうゆ 生しいたけ マヨネーズ

青ねぎ かつお・昆布だし 薄口しょうゆ キャベツ こしょう こしょう 食塩 油揚げ 食塩

油揚げ 淡色辛みそ 砂糖 きゅうり りょくとうもやし こしょう たまねぎ こしょう

かつお・昆布だし 青ねぎ 穀物酢 マヨネーズ にら かつお・昆布だし キャベツ

淡色辛みそ ごま油 食塩 コーン 薄口しょうゆ にんじん

鶏卵 こしょう たまねぎ みりん風調味料 たまねぎ

たまねぎ キャベツ 青ねぎ 食塩 かつお・昆布だし

乾わかめ 黄ピーマン 中華だし 片栗粉 淡色辛みそ

中華だし にんじん 薄口しょうゆ

薄口しょうゆ ベーコン 食塩

食塩 たまねぎ こしょう

こしょう ブイヨン

薄口しょうゆ

食塩

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ヨーグルト 牛乳 牛乳 フルーチェ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ヨーグルト
パイナップル 豆乳蒸しパン ぶどう さつまいも蒸しパン サンドイッチ バナナ 焼きいも のりパウンドケーキ お月見団子 りんご 梨

普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 プレーンヨーグルト 普通牛乳 普通牛乳 フルーチェ 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ヨーグルト

パインアップル ホットケーキミックス ぶどう ホットケーキミックス 食パン 砂糖 バナナ さつまいも 普通牛乳 ホットケーキミックス 白玉粉 りんご なし

砂糖 鶏卵 プレスハム いちごジャム コーンフレーク 鶏卵 木綿豆腐

調整豆乳 ソフトマーガリン プロセスチーズ ソフトマーガリン こしあん

調合油 砂糖 マヨネーズ 砂糖

レーズン 普通牛乳 ノリパウダー

鶏卵 さつまいも 普通牛乳

ごはん パン 鮭チャーハン ごはん ごはん ごはん ごはん 炊き込みご飯 ごはん

鰆の照り焼き 鶏肉のトマト煮 豆腐スープ 鶏のレモン和え 豚肉の生姜焼き さんまの塩焼き スパニッシュオムレツ きつねうどん 白身魚のカレームニエル

小松菜のなめたけ和え マカロニサラダ さつまいものサラダ 人参とごぼうのきんぴら ひじきのサラダ 大豆サラダ ごぼうサラダ

豚汁 みつば小鉢 コンソメスープ 大根のみそ汁 卵のみそ汁 レタススープ じゃが芋のみそ汁

みつば小鉢 みつば小鉢 みつば小鉢 みつば小鉢 みつば小鉢 みつば小鉢
精白米 強力粉 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米

栄養強化米 薄力粉 鮭フレーク 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 鶏もも 栄養強化米

さわら 砂糖 たまねぎ 若鶏もも ぶたロース さんま 鶏卵 にんじん まがれい

濃口しょうゆ 食塩 コーン 清酒 しょうが 食塩 じゃがいも ぶなしめじ 薄力粉

薄口しょうゆ ソフトマーガリン 青ねぎ 食塩 たまねぎ 乾ひじき ぶたひき肉 濃口しょうゆ 食塩

みりん風調味料 脱脂粉乳 中華だし 片栗粉 濃口しょうゆ にんじん 牛ひき肉 清酒 こしょう

砂糖 ドライイースト 食塩 調合油 みりん風調味料 まぐろ油漬缶詰 ほうれんそう みりん風調味料 カレー粉

こまつな 若鶏もも こしょう 砂糖 砂糖 コーン 食塩 ゆでうどん ソフトマーガリン

えのきたけ味付け瓶詰 じゃがいも 調合油 薄口しょうゆ 清酒 食塩 こしょう 油揚げ ごぼう

ぶたばら にんじん 絹ごし豆腐 レモン果汁 ごぼう マヨネーズ トマトケチャプ 砂糖 きゅうり

だいこん たまねぎ コーン さつまいも にんじん 絹ごし豆腐 ウスターソース 濃口しょうゆ コーン

にんじん 大豆水煮缶詰 チンゲンサイ プレスハム 濃口しょうゆ 鶏卵 大豆水煮缶詰 たまねぎ まぐろ油漬缶詰

ごぼう ゆでさやいんげん 海藻ミックス きゅうり 砂糖 糸みつば コーン 青ねぎ いりごま

こんにゃく 調合油 中華だし コーン みりん風調味料 たまねぎ きゅうり 食塩 ごまドレッシング

青ねぎ トマトホール缶詰 薄口しょうゆ マヨネーズ ごま油 かつお・昆布だし プロセスチーズ 薄口しょうゆ 食塩

淡色辛みそ トマトケチャプ 食塩 食塩 いりごま 淡色辛みそ マヨネーズ みりん風調味料 こしょう

かつお・昆布だし 薄口しょうゆ こしょう こしょう だいこん ごまドレッシング かつお・昆布だし じゃがいも

砂糖 ほうれんそう にんじん 食塩 たまねぎ

かつお・昆布だし ウスターソース たまねぎ えのきたけ こしょう にんじん

砂糖 マカロニ・スパゲティ にんじん 青ねぎ レタス 油揚げ

薄口しょうゆ きゅうり ブイヨン たまねぎ じゃがいも 青ねぎ

キャベツ 薄口しょうゆ かつお・昆布だし にんじん かつお・昆布だし

プレスハム 食塩 淡色辛みそ たまねぎ 淡色辛みそ

マヨネーズ こしょう ブイヨン

食塩 薄口しょうゆ

こしょう 食塩

こしょう

プリン 牛乳 ヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳 りんごゼリー 牛乳 牛乳
オレンジ りんご かぼちゃケーキ じゃがバター フルーツカクテル スティックラスク

プリンの素 普通牛乳 ヨーグルト 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 粉寒天 普通牛乳 普通牛乳

普通牛乳 オレンジ りんご ホットケーキミックス じゃがいも 砂糖 フルーツミックス缶 食パン

鶏卵 食塩 りんごジュース ソフトマーガリン

ソフトマーガリン ソフトマーガリン 水 砂糖

くりかぼちゃ パセリ りんご

砂糖

普通牛乳

2019年  9月  献立表 みつばこども園

2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) 17(火) 18(水)

献
立
名

食
品
名

おやつ

食
品
名

19(木) 20(金) 21(土) 24(火) 25(水)

おやつ

食
品
名

26(木) 27(金) 28(土) 30(月)

献
立
名

食
品
名

蛋白質

16.8 g

ビタミンＡ

(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:RE)
ビタミンＢ１ ビタミンＢ２ ビタミンＣ

13.3 g 161 mg 2.0 mg 130 μg 0.44 mg

☆ 今 月 の 平 均 給 与 栄 養 量 ☆ 以上児

エネルギー 脂　肪 カルシウム 鉄

0.31 mg 22 mg456 Kcal

蛋白質

15.0 g

ビタミンＡ

(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:RE)
ビタミンＢ１ ビタミンＢ２ ビタミンＣ

12.1 g 153 mg 1.8 mg 118 μg 0.39 mg

☆ 今 月 の 平 均 給 与 栄 養 量 ☆

エネルギー 脂　肪 カルシウム 鉄

0.29 mg 20 mg398 Kcal

卵不使用

お誕生日

朝夕涼しくなって過ごしやすい季節となりました。秋は徐々に食欲
がわいてくる時期です。夏で下降気味だった食欲を取り戻していき
ましょう。さて、秋といえば「食欲の秋」ですね。給食でも芋類、
果物、サンマなど旬の食材をたくさん入れています♪

※食材の都合により献立が変更になる場合があり

ごはんを食べましょう
これから新米が出回ってきます。普段何気なく食べているごはん
ですが、日本人の健康管理の中心となるすごい食材なのです

① 消化に時間がかかり腹持ちが良い。
② 脳の栄養になる。
③ 粒状などのでよく噛む。

→よく噛むことで脳の活性につながります。
④ いろんなおかずと相性がよい。

→ 和洋中どんなおかずとも合います。

運動会の練習が始まります。朝食をお菓子などですませるのでは
なく、なるべくごはんを食べるようにしましょう。


