
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 ぶたばら 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
ぶたもも 鶏もも べにざけ ぶたもも 若鶏もも キャベツ 鶏もも ぶたひき肉 まがれい 鶏卵 ぶたもも ほうれんそう 鶏もも アカウオ
たまねぎ からあげ粉 食塩 清酒 清酒 たまねぎ しょうが 清酒 食塩 じゃがいも 清酒 ぶなしめじ 竜田揚げ粉 しょうが
じゃがいも 調合油 こまつな たまねぎ 淡色辛みそ りょくとうもやし おろしにんにく 木綿豆腐 こしょう ぶたひき肉 片栗粉 たまねぎ 調合油 清酒
にんじん りょくとうもやし プレスハム 砂糖 いりごま 青ピーマン ぽん酢しょうゆ にんじん パン粉 牛ひき肉 調合油 調合油 ブロッコリー 濃口しょうゆ
カレールウ ほうれんそう スイートコーン 濃口しょうゆ 砂糖 調合油 薄口しょうゆ たまねぎ バジル ミックスベジタブル にんじん めんつゆ スイートコーン 砂糖
大豆水煮缶詰 プレスハム マヨネーズ みりん風調味料 切干しだいこん 焼きそばソース 砂糖 生しいたけ 調合油 食塩 たまねぎ 食塩 濃口しょうゆ みりん風調味料
スイートコーン いりごま 食塩 切干しだいこん にんじん 食塩 こまつな 青ねぎ トマトケチャプ こしょう 生しいたけ 黒こしょう 砂糖 凍り豆腐
きゅうり 砂糖 こしょう にんじん 油揚げ こしょう にんじん テンメンジャン ウスターソース トマトケチャプ 青ピーマン キャベツ いりごま にんじん
プロセスチーズ 濃口しょうゆ ぶたばら まぐろフレーク かつお・昆布だし 乾わかめ ぶなしめじ 濃口しょうゆ じゃがいも ウスターソース 砂糖 黄ピーマン じゃがいも グリーンピース
マヨネーズ ごま油 だいこん 食塩 砂糖 絹ごし豆腐 いりごま 片栗粉 プレスハム きゅうり トマトケチャプ にんじん 長ねぎ かつお・昆布だし
ごまドレッシング 乾わかめ にんじん マヨネーズ 薄口しょうゆ たまねぎ 濃口しょうゆ 中華だし きゅうり まぐろフレーク 濃口しょうゆ ブイヨン えのきたけ 砂糖
食塩 たまねぎ ごぼう こしょう みりん風調味料 かにかまぼこ 砂糖 はるさめ マヨネーズ 薄口しょうゆ 穀物酢 薄口しょうゆ たまねぎ みりん風調味料
こしょう 絹ごし豆腐 こんにゃく じゃがいも ほうれんそう 中華だし 絹ごし豆腐 きゅうり 食塩 食塩 中華だし 食塩 かつお・昆布だし 薄口しょうゆ
トマト 中華だし 青ねぎ たまねぎ エリンギ 薄口しょうゆ 乾わかめ プレスハム こしょう ぶなしめじ 片栗粉 こしょう 淡色辛みそ えのきたけ
福神漬 薄口しょうゆ 淡色辛みそ にんじん えのきたけ 食塩 たまねぎ 穀物酢 にんじん たまねぎ ブロッコリー はんぺん 油揚げ

食塩 かつお・昆布だし 油揚げ たまねぎ こしょう 青ねぎ 砂糖 たまねぎ ほうれんそう ごまドレッシング ソフトマーガリン たまねぎ
こしょう じゃがいも 青ねぎ かつお・昆布だし 淡色辛みそ 薄口しょうゆ 黄ピーマン ブイヨン りょくとうもやし にんじん
黄桃缶 ごま油 かつお・昆布だし 淡色辛みそ かつお・昆布だし ごま油 ブイヨン 薄口しょうゆ にら かつお・昆布だし

濃口しょうゆ 淡色辛みそ きゅうりのキューちゃん 蒸しかまぼこ いりごま 薄口しょうゆ 食塩 スイートコーン 淡色辛みそ
砂糖 キャベツ 鶏卵 食塩 こしょう たまねぎ こまつな
みりん風調味料 ゆかり たまねぎ こしょう トマト 中華だし スイートコーン

乾わかめ キャベツ 薄口しょうゆ マヨネーズ
中華だし りょくとうもやし 食塩 食塩
薄口しょうゆ にんじん こしょう
食塩 青ピーマン パインアップル缶詰
こしょう ブイヨン
みかん缶詰 食塩

ソフトマーガリン
こしょう

ヨーグルト 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 食パン 普通牛乳 フルーチェ 普通牛乳 カルピス 普通牛乳
じゃがいも ホットケーキミックス グレープフルーツ 白玉粉 フルーツミックス缶 バナナ ぎょうざの皮 ソフトマーガリン ホットケーキミックス 普通牛乳 ビスケット フルーツミックス缶 食パン
食塩 鶏卵 木綿豆腐 青ピーマン 砂糖 プロセスチーズ コーンフレーク マーマレード
ソフトマーガリン ソフトマーガリン 砂糖 スイートコーン 鶏卵 ビスケット
パセリ ピュアココア こしあん たまねぎ ソフトマーガリン

砂糖 まぐろフレーク 普通牛乳
普通牛乳 トマトケチャプ 砂糖

チェダーチーズ

精白米 精白米 精白米 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
鶏もも 栄養強化米 栄養強化米 プレスハム 栄養強化米 薄力粉 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 ウインナーソーセージ まぐろフレーク 栄養強化米
調合油 ぶたもも 鶏もも たまねぎ 鶏もも 砂糖 牛ひき肉 若鶏もも さわら ミックスベジタブル たまねぎ 鶏卵
清酒 清酒 濃口しょうゆ ミックスベジタブル 清酒 食塩 ぶたひき肉 からあげ粉 甘みそ たまねぎ ミックスベジタブル プロセスチーズ
じゃがいも 鶏卵 薄口しょうゆ ブイヨン ごぼう ソフトマーガリン 木綿豆腐 調合油 みりん風調味料 ブイヨン ブイヨン ほうれんそう
たまねぎ たまねぎ みりん風調味料 ソフトマーガリン にんじん 脱脂粉乳 たまねぎ まぐろフレーク 清酒 トマトケチャプ ソフトマーガリン まぐろフレーク
にんじん グリーンピース 砂糖 薄口しょうゆ こんにゃく ドライイースト ミックスベジタブル にんじん ごぼう 食塩 薄口しょうゆ たまねぎ
カレールウ かつお・昆布だし ブロッコリー 食塩 乾しいたけ ベーコン 普通牛乳 ブロッコリー にんじん こしょう 食塩 食塩
栄養強化米 濃口しょうゆ スイートコーン ブロッコリー さやいんげん 清酒 生パン粉 マヨネーズ 濃口しょうゆ じゃがいも こしょう こしょう
マカロニ・スパゲティ 砂糖 ベーコン ぶなしめじ かつお・昆布だし 大豆水煮缶詰 食塩 食塩 砂糖 キャベツ ぶたひき肉 トマトケチャプ
きゅうり みりん風調味料 ブイヨン にんじん しいたけだし じゃがいも こしょう こしょう みりん風調味料 スイートコーン 牛ひき肉 ウスターソース
キャベツ ほうれんそう 食塩 鶏卵 濃口しょうゆ たまねぎ トマトケチャプ じゃがいも ごま油 たまねぎ たまねぎ 大豆水煮缶詰
プレスハム にんじん こしょう 中華だし 砂糖 にんじん ウスターソース スイートコーン いりごま ブイヨン 木綿豆腐 スイートコーン
マヨネーズ 焼き竹輪 レタス 薄口しょうゆ みりん風調味料 ブロッコリー ブロッコリー ぶなしめじ 絹ごし豆腐 薄口しょうゆ 普通牛乳 きゅうり
食塩 かつお節 じゃがいも 食塩 きゅうり トマトケチャプ キャベツ たまねぎ えのきたけ 食塩 プロセスチーズ プロセスチーズ
こしょう 濃口しょうゆ にんじん こしょう かにかまぼこ 濃口しょうゆ スイートコーン ブイヨン 油揚げ こしょう 生パン粉 マヨネーズ
さやいんげん かつお・昆布だし たまねぎ 乾わかめ トマトホール缶詰 プレスハム 薄口しょうゆ たまねぎ 食塩 ごまドレッシング
薄口しょうゆ 絹ごし豆腐 ブイヨン 穀物酢 ウスターソース 穀物酢 食塩 青ねぎ こしょう 食塩
砂糖 乾わかめ 薄口しょうゆ 砂糖 砂糖 食塩 こしょう 淡色辛みそ トマトケチャプ こしょう
福神漬 たまねぎ 食塩 食塩 マカロニ・スパゲティ こしょう りょくとうもやし かつお・昆布だし ウスターソース じゃがいも

青ねぎ こしょう 薄口しょうゆ きゅうり オリーブ油 食塩 ほうれんそう スイートコーン にんじん
淡色辛みそ トマト 絹ごし豆腐 キャベツ たまねぎ こしょう はくさい ブロッコリー エリンギ
かつお・昆布だし たまねぎ プレスハム ぶなしめじ ブイヨン 塩昆布 キャベツ たまねぎ
ごぼう 青ねぎ マヨネーズ 観世ふ プレスハム ブイヨン
にんじん 淡色辛みそ 食塩 かつお・昆布だし 穀物酢 薄口しょうゆ
濃口しょうゆ かつお・昆布だし こしょう 淡色辛みそ 砂糖 食塩
砂糖 たくあん漬 コーンミール みかん 薄口しょうゆ こしょう
みりん風調味料 調合油 ミニトマト
ごま油 じゃがいも
いりごま にんじん

エリンギ
ブイヨン
薄口しょうゆ

普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 オレンジ 普通牛乳 ヨーグルト　いちご味 プリンの素 フルーチェ 普通牛乳 ヨーグルト　いちご味 普通牛乳 ババロアの素（いちご）
りんご カルピス グレープフルーツの素 バナナ 普通牛乳 普通牛乳 ゼリエース（メロン） キウイフルーツ 普通牛乳

ぶどうジュース
粉寒天
水

献

立

名

食
品
名

ポークカレー

2020年  06月  献立表 みつばこども園

01(月) 02(火) 03(水) 04(木) 05(金) 06(土) 08(月) 09(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) 15(月) 16(火)

ごはん ごはん 豚丼 ごはん 焼きそば ごはん マーボー丼 ごはん ごはん ごはん 和風スパゲティー ごはん ごはん

大豆サラダ 鶏肉の唐揚げ 鮭の塩焼き 切り干し大根サラダ 鶏肉のごまみそ焼き 海藻スープ 鶏肉のさっぱり煮 春雨サラダ カレイの香草パン粉焼き スパニッシュオムレツ 酢豚 キャベツスープ 鶏の竜田揚げ 赤魚の煮付け

トマト もやしのナムル 小松菜とハムのサラダ じゃが芋のみそ汁 切り干し大根の煮物 小松菜としめじのごま和え 卵スープ ポテトサラダ ツナきゅうり ブロッコリーのごまドレ和え ブロッコリーのごま和え 高野豆腐の煮物

福神漬け わかめと玉ねぎのスープ 豚汁 キャベツのゆかり和え ほうれん草とエリンギのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁 みかん 人参と玉ねぎのコンソメスープ ほうれん草のスープ もやしスープ じゃがいもとねぎのみそ汁 えのきと油揚げのみそ汁

もも じゃがいものきんぴら きゅうりのキューちゃん かまぼこ 野菜ソテー トマト パイナップル缶 焼きはんぺん 小松菜のマヨネーズ和え

牛乳 フルーチェ
お

や

つ

ヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

バナナ

フルーツヨーグルト 牛乳 牛乳 スティックラスク

ビスコ

牛乳 カルピスポンチ 牛乳

じゃがバター ココアケーキ グレープフルーツ あんころもち 餃子ピザ チーズ蒸しパン ジャムサンド

食

品

名

17(水) 18(木) 19(金) 20(土) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) 29(月) 30(火)

献

立

名

チキンカレー 他人丼 ごはん ハムピラフ ごはん パン ごはん ごはん ごはん ケチャップライス ツナピラフ ごはん

マカロニサラダ ほうれん草のおかか和え 鶏肉の照り焼き ブロッコリースープ 筑前煮 ポークビーンズ ミートローフ 鶏肉の唐揚げ さわらの西京焼き コンソメスープ チーズハンバーグ チーズオムレツ

いんげんの和え物 豆腐とわかめのみそ汁 野菜ソテー きゅうりとかにかまの酢の物 マカロニサラダ ブロッコリーのフレンチサラダ ツナサラダ 人参とごぼうのきんぴら コーンサラダ 大豆サラダ

福神漬け 人参とごぼうのきんぴら レタススープ 豆腐と玉ねぎのみそ汁 とうもろこし きのことお麩のみそ汁 コンソメスープ 豆腐ときのこのみそ汁 ポテトスープ ポテトスープ

トマト たくあん みかん もやしソテー ほうれん草の昆布和え 誕生日ケーキ ミニトマト

食

品

名

お

や

つ

牛乳 牛乳 牛乳 オレンジ 牛乳 ヨーグルト（いちご） プリン フルーチェ 牛乳 ヨーグルト（いちご） 牛乳 いちごババロア

りんご あじさいゼリー グレープフルーツゼリー バナナ メロンゼリー キウイフルーツ

食

品

名

お誕生日会

★ 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。

◎ 「平均給与栄養量」は給食とおやつを
食べると平均して取れるであろう１日当
たりの栄養量です。
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。

※食材の都合により献立が
変更になる場合があります。

緊急事態宣言が
解除されますが、まだどういった
対応になるのか日々変わる可能性
があり、献立の内容も変更する場
合がありますのでご了承ください。

今月の献立は、給食に慣れてい
ない子どもにも残さず食べられる
ような食べやすいメニューを取り
入れています。

集団で食事を行うに当たり食事
のマナーを家庭でもしっかり身に
着けてください。
・先月のランチタイムニュースに食事マナーの記事が載っ

ているのでみてください♪

蛋白質

16.0 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

12.7 g 151 mg 2.5 mg 131 μg 0.46 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

0.29 mg 21 mg411 Kcal

蛋白質

14.4 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

11.6 g 139 mg 2.3 mg 119 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

0.27 mg 19 mg368 Kcal


