
ベーコンピラフ 焼きそば ごはん ごはん ごはん ごはん ふりかけごはん ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん クリームスパゲティ タコライス風

タンドリーチキン ブロッコリースープ プルコギ風炒め 白身魚のムニエル 豚じゃが 鶏肉の蒸し焼き あんかけうどん 豚肉のみそ炒め 焼きししゃも かに玉 鶏のごまみそ焼き チーズオムレツ キャベツスープ さつまいものポテトサラダ

キャベツとコーンのサラダ ブロッコリーごま酢和え ごぼうサラダ きゅうりの酢の物 ひじきサラダ 中華サラダ 小松菜のツナ和え 春雨サラダ 人参とごぼうのきんぴら ツナサラダ コンソメスープ

ポテトスープ 卵スープ コンソメスープ 豆腐のみそ汁 大根のみそ汁 豆腐スープ さつま汁 わかめスープ 豆腐としめじのすまし汁 ポパイスープ

誕生日ケーキ

精白米 中華めん 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 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

ベーコン ぶたばら 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 ふりかけ 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 えび 栄養強化米

たまねぎ キャベツ 牛もも まがれい ぶたもも 若鶏もも 栄養強化米 ぶたばら ししゃも生干し 鶏卵 若鶏もも 鶏卵 にんじん ぶたひき肉

ミックスベジタブル りょくとうもやし 調合油 食塩 清酒 食塩 ゆでうどん ぶたもも こまつな かにかまぼこ いりごま プロセスチーズ たまねぎ たまねぎ

にんじん 青ピーマン 食塩 こしょう じゃがいも こしょう 鶏ひき肉 清酒 まぐろフレーク 乾しいたけ 清酒 ほうれんそう エリンギ 食塩

ブイヨン たまねぎ はるさめ 薄力粉 たまねぎ たまねぎ 長ねぎ キャベツ 濃口しょうゆ にんじん 淡色辛みそ ぶたひき肉 クリームシチュールウ 黒こしょう

ソフトマーガリン 調合油 キャベツ ソフトマーガリン にんじん えのきたけ ぶなしめじ たまねぎ かつお・昆布だし グリーンピース 砂糖 牛ひき肉 調合油 トマトケチャプ

薄口しょうゆ 焼きそばソース にんじん パセリ しらたき にんじん たまねぎ にんじん さつまいも 食塩 みりん風調味料 たまねぎ 食塩 ウスターソース

食塩 食塩 たまねぎ タルタルソース さやいんげん ぽん酢しょうゆ にんじん 濃口しょうゆ にんじん 穀物酢 ごぼう 食塩 こしょう 濃口しょうゆ

こしょう こしょう 青ピーマン ごぼう かつお・昆布だし 乾ひじき かつお・昆布だし 清酒 ぶなしめじ 砂糖 にんじん こしょう 清酒 トマトホール缶詰

若鶏もも ブロッコリー にら きゅうり 砂糖 大豆水煮缶詰 薄口しょうゆ 淡色辛みそ 板こんにゃく 薄口しょうゆ 濃口しょうゆ トマトケチャプ キャベツ チェダーチーズ

食塩 ぶなしめじ スイートコーン 濃口しょうゆ まぐろフレーク みりん風調味料 ごま油 たまねぎ 中華だし 砂糖 ウスターソース 赤ピーマン レタス

プレーンヨーグルト ゆでスイートコーン ブロッコリー まぐろフレーク みりん風調味料 にんじん 片栗粉 りょくとうもやし 青ねぎ 片栗粉 みりん風調味料 まぐろフレーク ベーコン さつまいも

薄口しょうゆ たまねぎ 濃口しょうゆ いりごま 清酒 マヨネーズ 清酒 きゅうり 油揚げ はるさめ かつお・昆布だし にんじん ブイヨン プレスハム

トマトケチャプ ベーコン 穀物酢 ごまドレッシング きゅうり 食塩 めんつゆ プレスハム かつお・昆布だし きゅうり ごま油 ブロッコリー 薄口しょうゆ きゅうり

カレー粉 ブイヨン 砂糖 食塩 しらす干し 木綿豆腐 食塩 いりごま 淡色辛みそ にんじん いりごま マヨネーズ 食塩 にんじん

砂糖 薄口しょうゆ ごま油 こしょう かにかまぼこ にんじん 薄口しょうゆ プレスハム 絹ごし豆腐 食塩 こしょう マヨネーズ

キャベツ 食塩 いりごま じゃがいも 乾わかめ だいこん 砂糖 穀物酢 ぶなしめじ こしょう 食塩

スイートコーン こしょう 鶏卵 黄ピーマン 穀物酢 青ねぎ 穀物酢 濃口しょうゆ たまねぎ ほうれんそう こしょう

まぐろフレーク たまねぎ ぶなしめじ 砂糖 たまねぎ ごま油 砂糖 青ねぎ じゃがいも 赤ピーマン

乾ひじき 乾わかめ たまねぎ 食塩 かつお・昆布だし 絹ごし豆腐 ごま油 かつお・昆布だし ベーコン ぶなしめじ

ごまドレッシング 中華だし ブイヨン 濃口しょうゆ 淡色辛みそ スイートコーン いりごま 薄口しょうゆ たまねぎ たまねぎ

じゃがいも 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ 絹ごし豆腐 チンゲンサイ 乾わかめ みりん風調味料 にんじん スイートコーン

にんじん 食塩 食塩 にんじん たまねぎ たまねぎ 食塩 ブイヨン ブイヨン

エリンギ こしょう こしょう たまねぎ 中華だし ぶなしめじ 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ

たまねぎ 青ねぎ 薄口しょうゆ 中華だし 食塩 食塩

ブイヨン かつお・昆布だし 食塩 薄口しょうゆ こしょう こしょう

薄口しょうゆ 淡色辛みそ こしょう 食塩

食塩 こしょう

こしょう

牛乳 ヨーグルト（いちご） 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

みかん 柿 フレンチトースト バナナ かぼちゃ蒸しパン みかん 焼きいも じゃがバター マカロニきなこ ぜんざい りんご シュガーパイ
普通牛乳 ヨーグルト　いちご味 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ババロアの素 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳

みかん かき 食パン バナナ ホットケーキミックス みかん さつまいも じゃがいも マカロニ・スパゲティ 普通牛乳 白玉粉 りんご パイ皮

鶏卵 鶏卵 食塩 食塩 木綿豆腐 砂糖

砂糖 ソフトマーガリン ソフトマーガリン きな粉 つぶしあん

普通牛乳 かぼちゃ パセリ 砂糖 食塩

砂糖

普通牛乳

ごはん ごはん パン ごはん ビーフカレー ごはん ごはん ごはん 他人丼 カレーピラフ

鶏肉の唐揚げ 鮭の塩焼き ビーフシチュー 豆腐チャンプルー 大豆サラダ 豚肉のオイスター炒め 鶏肉の香草パン粉焼き 鯖の味噌煮 ほうれん草のおかか和え 豆腐スープ

中華サラダ 小松菜のツナ和え マカロニサラダ 海藻サラダ トマト 切り干し大根の中華サラダ 切り干し大根サラダ 小松菜のなめたけ和え 豆腐とわかめのみそ汁

海藻スープ 豚汁 ブロッコリーソテー 白菜スープ 卵スープ コンソメスープ けんちん汁

精白米 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 栄養強化米 薄力粉 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 栄養強化米 栄養強化米

若鶏もも べにざけ 砂糖 ぶたもも 牛もも ぶたもも 若鶏もも さば ぶたもも 鶏もも

からあげ粉 食塩 食塩 清酒 調合油 たまねぎ 食塩 清酒 清酒 たまねぎ

調合油 こまつな ソフトマーガリン 木綿豆腐 清酒 にんじん こしょう 砂糖 鶏卵 ミックスベジタブル

りょくとうもやし はくさい 脱脂粉乳 鶏卵 じゃがいも キャベツ パン粉 みりん風調味料 たまねぎ カレー粉

ほうれんそう まぐろフレーク ドライイースト にんじん たまねぎ エリンギ バジル 淡色辛みそ グリーンピース ブイヨン

プレスハム マヨネーズ 牛もも たまねぎ にんじん 赤ピーマン 調合油 しょうが かつお・昆布だし 食塩

いりごま 食塩 清酒 りょくとうもやし グリーンピース 青ピーマン トマトケチャプ こまつな 濃口しょうゆ こしょう

砂糖 こしょう じゃがいも 青ねぎ カレールウ 調合油 切干しだいこん えのきたけ味付け瓶詰 砂糖 絹ごし豆腐

濃口しょうゆ ぶたばら たまねぎ ごま油 大豆水煮缶詰 まぐろフレーク 木綿豆腐 みりん風調味料 ベーコン

ごま油 だいこん にんじん 中華だし スイートコーン 食塩 きゅうり だいこん ほうれんそう たまねぎ

海藻ミックス にんじん グリーンピース 薄口しょうゆ きゅうり こしょう にんじん にんじん にんじん にんじん

絹ごし豆腐 ごぼう 食塩 プロセスチーズ 片栗粉 ごまドレッシング ごぼう 焼き竹輪 薄口しょうゆ

かにかまぼこ こんにゃく マカロニ・スパゲティ こしょう マヨネーズ 清酒 食塩 こんにゃく かつお節 食塩

中華だし 青ねぎ きゅうり 海藻ミックス ごまドレッシング 濃口しょうゆ こしょう 青ねぎ 濃口しょうゆ 中華だし

薄口しょうゆ 淡色辛みそ キャベツ だいこん 食塩 切干しだいこん キャベツ たまねぎ かつお・昆布だし こしょう

食塩 かつお・昆布だし プレスハム かにかまぼこ こしょう きゅうり 黄ピーマン かつお・昆布だし 絹ごし豆腐

こしょう マヨネーズ いりごま トマト まぐろフレーク ぶなしめじ 薄口しょうゆ 乾わかめ

食塩 ごま油 砂糖 たまねぎ 食塩 たまねぎ

こしょう 穀物酢 ごま油 ブイヨン みりん風調味料 青ねぎ

薄口しょうゆ 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ 淡色辛みそ

砂糖 穀物酢 食塩 かつお・昆布だし

はくさい 鶏卵 こしょう

たまねぎ たまねぎ

スイートコーン ほうれんそう

乾わかめ 中華だし

中華だし 薄口しょうゆ

薄口しょうゆ 食塩

食塩 こしょう

こしょう

牛乳 ヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 フルーチェ 牛乳 牛乳 みかんヨーグルト

さつま芋スティック オレンジ チーズ蒸しパン バナナ ココアケーキ りんご サンドイッチ
普通牛乳 ヨーグルト 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 フルーチェ 普通牛乳 普通牛乳 プレーンヨーグルト

さつまいも オレンジ ホットケーキミックス バナナ ホットケーキミックス 普通牛乳 りんご 食パン 砂糖

ソフトマーガリン プロセスチーズ ココア コーンフレーク プレスハム みかん缶詰

砂糖 鶏卵 鶏卵 プロセスチーズ

ソフトマーガリン ソフトマーガリン マヨネーズ

普通牛乳 普通牛乳

砂糖 砂糖

チョコレート
ババロア

2019年  11月  献立表 みつばこども園

01(金) 02(土) 05(火) 06(水) 07(木) 08(金)

献
立
名

食
品
名

おやつ

食
品
名

09(土) 11(月)

21(木) 22(金) 25(月) 26(火)

16(土) 18(月)12(火) 13(水) 14(木) 15(金)

おやつ

食
品
名

27(水) 28(木) 29(金) 30(土)

献
立
名

食
品
名

19(火) 20(水)

蛋白質

16.7 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

13.9 g 182 mg 2.2 mg 162 μg 0.45 mg

☆ 今 月 の 平 均 給 与 栄 養 量 ☆　未満児

エネルギー 脂　肪 カルシウム 鉄

0.32 mg 25 mg429 Kcal

蛋白質

18.9 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

15.3 g 194 mg 2.5 mg 177 μg 0.50 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

0.35 mg 27 mg493 Kcal

※食材の都合により献立が
変更になる場合があります。

11月12日（火）は焼きししゃもです！

給食では普段、骨のない切り身のお魚を食べています。
しかし、この日は頭も内蔵も食べられるししゃもを
提供します。
ししゃもにはカルシウムが多く、またカルシウムの吸収を助
けるビタミンDも豊富に含まれています。

地産地消に取り組んでいます

みつば園では、明石市卸売市場と連携し、市場直送の
旬の野菜、果物を提供しています。
これからの時期は小松菜や水菜・ほうれん草などの葉

物野菜やキャベツなどが地場産のものであります。

お誕生日会


