
ごはん そばめし ハヤシライス 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 ナポリタン ごはん ごはん ごはん

煮付け 豆腐スープ 春雨サラダ 牛丼 みそ煮込みうどん 豚じゃが オムレツ ガリバタチキン さわらの塩焼き 鶏肉のマーマレード煮 キャベツの野菜スープ 回鍋肉 鯖の味噌煮 豚肉の生姜焼き

ほうれん草のおかか和え ブロッコリーソテー ブロッコリーごま酢和え 小松菜のおひたし もやしのナムル 大豆サラダ 人参とごぼうのきんぴら 野菜ソテー ごぼうサラダ 小松菜のなめたけ和え 千切りキャベツ

豚汁 もも 海藻スープ しめじと麩のみそ汁 わかめスープ コンソメスープ 豆腐とわかめのみそ汁 レタススープ 卵スープ けんちん汁 ほうれん草のごま和え

人参しりしり ジャガイモのソテー べったら漬け いんげんの和え物 ほうれん草のソテー ツナきゅうり きゅうりの塩昆布和え もも 大根なます 人参と大根のみそ汁

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 マカロニ・スパゲティ 精白米 精白米 精白米

栄養強化米 精白米 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 ベーコン 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米

まがれい ぶたばら 牛もも 精白米 栄養強化米 ぶたもも 鶏卵 鶏もも さわら 鶏もも にんじん ぶたもも さば ぶたロース

しょうが キャベツ 調合油 栄養強化米 うどん 清酒 ほうれんそう 食塩 食塩 たまねぎ たまねぎ 清酒 清酒 しょうが

清酒 青ねぎ 清酒 牛もも(皮脂無) ぶたもも じゃがいも ウインナーソーセージ こしょう ごぼう エリンギ 青ピーマン キャベツ 砂糖 たまねぎ

濃口しょうゆ 調合油 たまねぎ 調合油 はくさい たまねぎ たまねぎ 片栗粉 にんじん マーマレード 調合油 たまねぎ みりん風調味料 濃口しょうゆ

砂糖 焼きそばソース にんじん 清酒 たまねぎ にんじん 食塩 にんにく 濃口しょうゆ 濃口しょうゆ トマトケチャプ 赤ピーマン 淡色辛みそ みりん風調味料

みりん風調味料 食塩 ぶなしめじ たまねぎ 青ねぎ しらたき こしょう 濃口しょうゆ 砂糖 キャベツ 食塩 長ねぎ しょうが 砂糖

ほうれんそう こしょう グリーンピース えのきたけ かつお・昆布だし さやいんげん トマトケチャプ みりん風調味料 みりん風調味料 たまねぎ こしょう テンメンジャン こまつな 清酒

はくさい 絹ごし豆腐 ハヤシルウ かつお・昆布だし 淡色辛みそ かつお・昆布だし ウスターソース 砂糖 ごま油 りょくとうもやし キャベツ 濃口しょうゆ えのきたけ味付け瓶詰 キャベツ

焼き竹輪 スイートコーン トマトケチャプ 砂糖 濃口しょうゆ 砂糖 りょくとうもやし ぶなしめじ いりごま にんじん たまねぎ こしょう 木綿豆腐 ほうれんそう

かつお節 チンゲンサイ はるさめ 濃口しょうゆ みりん風調味料 濃口しょうゆ ほうれんそう エリンギ 絹ごし豆腐 青ピーマン にんじん 中華だし だいこん スイートコーン

濃口しょうゆ たまねぎ きゅうり みりん風調味料 みりん風調味料 プレスハム たまねぎ 乾わかめ 食塩 ブイヨン ごぼう にんじん 濃口しょうゆ

ぶたばら 中華だし プレスハム ブロッコリー 清酒 いりごま ソフトマーガリン たまねぎ こしょう 薄口しょうゆ トウミョウ ごぼう 砂糖

だいこん 薄口しょうゆ 穀物酢 濃口しょうゆ こまつな 砂糖 大豆水煮缶詰 青ねぎ ブイヨン 食塩 スイートコーン こんにゃく いりごま

にんじん 食塩 砂糖 穀物酢 にんじん 濃口しょうゆ スイートコーン 淡色辛みそ ソフトマーガリン こしょう まぐろフレーク 青ねぎ にんじん

ごぼう こしょう 薄口しょうゆ みりん風調味料 かつお節 ごま油 きゅうり かつお・昆布だし レタス いりごま たまねぎ だいこん

こんにゃく ごま油 ごま油 濃口しょうゆ 乾わかめ プロセスチーズ きゅうり じゃがいも ごまドレッシング かつお・昆布だし こんにゃく

青ねぎ いりごま いりごま かつお・昆布だし たまねぎ マヨネーズ まぐろフレーク にんじん 食塩 薄口しょうゆ たまねぎ

淡色辛みそ ブロッコリー 砂糖 たまねぎ ぶなしめじ ごまドレッシング 薄口しょうゆ たまねぎ こしょう 食塩 油揚げ

かつお・昆布だし ブイヨン 海藻ミックス ぶなしめじ 中華だし 食塩 食塩 ブイヨン 鶏卵 みりん風調味料 青ねぎ

にんじん 食塩 絹ごし豆腐 車ふ 薄口しょうゆ こしょう 薄口しょうゆ たまねぎ だいこん かつお・昆布だし

かつお油漬缶詰 こしょう かにかまぼこ かつお・昆布だし 食塩 じゃがいも 食塩 乾わかめ にんじん 淡色辛みそ

めんつゆ 黄桃缶 中華だし 淡色辛みそ こしょう にんじん こしょう 中華だし 穀物酢

食塩 薄口しょうゆ べったら漬 さやいんげん ぶなしめじ きゅうり 薄口しょうゆ 砂糖

こしょう 食塩 薄口しょうゆ たまねぎ 塩昆布 食塩 いりごま

こしょう 砂糖 ブイヨン ごま油 こしょう 食塩

じゃがいも 薄口しょうゆ 黄桃缶

ベーコン 食塩

食塩 こしょう

ほうれんそう

ベーコン

食塩

牛乳 牛乳 ヨーグルトデザート 牛乳 みかんヨーグルト 牛乳 牛乳 パフェ 牛乳 牛乳 フルーツヨーグルト プリン 牛乳 いちごババロア

ハーベストサンド いちご キウイフルーツ グレープフルーツゼリー ハーベストサンド オレンジゼリー ジャムサンド いちご

普通牛乳 普通牛乳 プレーンヨーグルト 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 プレーンヨーグルト プリンの素 普通牛乳 ババロアの素（いちご）

ハーベスト いちご 砂糖 キウイフルーツ 砂糖 グレープフルーツの素 ハーベスト 普通牛乳 寒天 食パン フルーツミックス缶 普通牛乳 いちご 普通牛乳

アイスクリーム コーンフレーク みかん缶詰 アイスクリーム コーンフレーク オレンジジュース いちごジャム 砂糖 ホイップクリーム

ビスケット 砂糖

みかん缶詰

水

ごはん ごはん えびピラフ チキンカレー 他人丼 ごはん パン ウインナーピラフ クリームスパゲティ

鮭のムニエル レバニラ 豆腐スープ マカロニサラダ ほうれん草のおかか和え 鶏肉の唐揚げ クリームシチュー ハンバーグ キャベツスープ

切り干し大根サラダ 切り干し大根の中華サラダ トマト 豆腐とわかめのみそ汁 ツナサラダ ブロッコリーサラダ かぼちゃサラダ

キャベツスープ わかめスープ 福神漬け 人参のオレンジ煮 コンソメスープ みかん カラフルスープ

ブロッコリーソテー もやしソテー もやしソテー 誕生日ケーキ

精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 強力粉 精白米 マカロニ・スパゲティ

栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 鶏もも 栄養強化米 栄養強化米 薄力粉 栄養強化米 清酒

べにざけ 鶏肝臓 ブラックタイガー 調合油 ぶたもも 若鶏もも 砂糖 ウインナーソーセージ ベーコン

食塩 片栗粉 ミックスベジタブル 清酒 清酒 からあげ粉 食塩 たまねぎ にんじん

こしょう 清酒 たまねぎ じゃがいも 鶏卵 調合油 ソフトマーガリン ミックスベジタブル たまねぎ

薄力粉 にら ブイヨン たまねぎ たまねぎ まぐろフレーク 脱脂粉乳 ブイヨン エリンギ

ソフトマーガリン りょくとうもやし ソフトマーガリン にんじん グリーンピース にんじん ドライイースト ソフトマーガリン クリームシチュールウ

パセリ ごま油 薄口しょうゆ カレールウ かつお・昆布だし ブロッコリー 若鶏もも 薄口しょうゆ オリーブ油

切干しだいこん 薄口しょうゆ 食塩 栄養強化米 濃口しょうゆ マヨネーズ 調合油 食塩 食塩

まぐろフレーク オイスターソース こしょう マカロニ・スパゲティ 砂糖 食塩 清酒 こしょう こしょう

きゅうり 砂糖 絹ごし豆腐 きゅうり みりん風調味料 こしょう じゃがいも ぶたひき肉 水

にんじん 切干しだいこん スイートコーン キャベツ ほうれんそう じゃがいも たまねぎ 牛ひき肉 普通牛乳

ごまドレッシング きゅうり チンゲンサイ プレスハム にんじん スイートコーン にんじん たまねぎ キャベツ

食塩 まぐろフレーク たまねぎ マヨネーズ 焼き竹輪 ぶなしめじ ほうれんそう 木綿豆腐 スイートコーン

こしょう 砂糖 中華だし 食塩 かつお節 たまねぎ クリームシチュールウ 普通牛乳 にんじん

キャベツ 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ こしょう 濃口しょうゆ ブイヨン ブロッコリー 生パン粉 ベーコン

赤ピーマン 穀物酢 食塩 トマト かつお・昆布だし 薄口しょうゆ まぐろフレーク 食塩 たまねぎ

ベーコン ごま油 こしょう 福神漬 絹ごし豆腐 食塩 スイートコーン こしょう ブイヨン

たまねぎ 乾わかめ 乾わかめ こしょう プロセスチーズ トマトケチャプ 薄口しょうゆ

ブイヨン たまねぎ たまねぎ りょくとうもやし マヨネーズ ウスターソース 食塩

薄口しょうゆ ぶなしめじ 青ねぎ 食塩 食塩 かぼちゃ こしょう

食塩 中華だし 淡色辛みそ こしょう こしょう きゅうり

こしょう 薄口しょうゆ かつお・昆布だし ブイヨン みかん缶詰 ミックスベジタブル

ブロッコリー 食塩 にんじん プレスハム

ブイヨン こしょう オレンジジュース マヨネーズ

食塩 りょくとうもやし 食塩 食塩

こしょう 食塩 こしょう こしょう

こしょう ソフトマーガリン にんじん

ブイヨン ブロッコリー

黄ピーマン

たまねぎ

ブイヨン

薄口しょうゆ

牛乳 牛乳 牛乳 カルピスポンチ 牛乳 牛乳 チョコレートババロア 牛乳 牛乳

アメリカンドッグ スティックラスク いちご りんご チーズ蒸しパン キウイフルーツ フルーツカクテル

普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 カルピス 普通牛乳 普通牛乳 ババロアの素（チョコ） 普通牛乳 普通牛乳

ホットケーキミックス 食パン いちご 水 りんご ホットケーキミックス 普通牛乳 キウイフルーツ フルーツミックス缶

砂糖 ソフトマーガリン フルーツミックス缶 プロセスチーズ ホイップクリーム

鶏卵 砂糖 鶏卵

ソフトマーガリン ソフトマーガリン

普通牛乳 普通牛乳

魚肉ソーセージ 砂糖

トマトケチャプ

2020年  05月  献立表 みつばこども園

01(金) 02(土) 07(木) 08(金) 09(土) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) 18(月) 19(火) 20(水)

23(土) 25(月) 26(火) 27(水)
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28(木) 29(金) 30(土)21(木) 22(金)

★学生レシピご活用ください★
みなさんおうち時間どうお過ごしでしょうか？

毎日の献立を考えるのに苦労してる方もいるではないでしょうか、、、

みつばの職員室前には毎月食育に来てくれている
神戸女子大学の学生さんが考えた栄養量と離乳食の取り分けポイントが

書かれたレシピを置いています。

給食とともに１日に必要なエネルギーが分かりやすいので

★ 献立表の見方 ★

◎ 鶏卵と牛乳を含む食品は、アレルゲンであることがわかるように

黄色でマーカーしています。

◎今月の給食とおやつを食べると平均して取れるであろう1日当たりの

栄養量を「平均給与栄養量」として3歳以上児を黄色の表に、3歳未満児を

ピンクの表に示しています。

かなりあさんの給食が4月からお箸で食べるようになりました！
お家でもお箸を積極的に使って練習しておいてくださいね♬

※食材の都合、コロナの影響により献立が変更になる場合があります。

蛋白質

13.8 g 0.27 mg 21 mg381 Kcal 11.1 g 140 mg 1.7 mg 179 μg 0.41 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
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 蛋白質

15.7 g 0.29 mg 24 mg439 Kcal 12.3 g 152 mg 1.9 mg 197 μg 0.47 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
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


