
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 精白米 精白米 中華めん 精白米 精白米 精白米 精白米
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 ふりかけ 若鶏もも 栄養強化米 栄養強化米 プレスハム 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米
鶏卵 ぶたロース うなぎかば焼き たまねぎ さば 栄養強化米 たまねぎ ぶたもも 牛もも きゅうり ぶたもも 若鶏もも ぶたもも さわら
プロセスチーズ しょうが 鶏卵 なす しょうが そうめん じゃがいも 清酒 はるさめ 錦糸卵 調合油 濃口しょうゆ 清酒 食塩
ほうれんそう たまねぎ きゅうり トマトケチャプ 濃口しょうゆ プレスハム にんじん たまねぎ キャベツ かにかまぼこ 清酒 薄口しょうゆ 木綿豆腐 凍り豆腐
まぐろフレーク 濃口しょうゆ 濃口しょうゆ トマトホール缶詰 清酒 にんじん なす 鶏卵 にんじん 冷やし中華のたれ じゃがいも みりん風調味料 鶏卵 にんじん
たまねぎ みりん風調味料 みりん風調味料 ブイヨン 片栗粉 きゅうり 青ピーマン ごぼう たまねぎ チンゲンサイ たまねぎ 砂糖 にんじん グリーンピース
食塩 砂糖 砂糖 砂糖 調合油 オクラ 調合油 にんじん 生しいたけ たまねぎ にんじん さやいんげん たまねぎ かつお・昆布だし
こしょう 清酒 焼きのり 食塩 スイートコーン めんつゆ カレールウ グリーンピース にら 木綿豆腐 カレールウ 薄口しょうゆ りょくとうもやし 薄口しょうゆ
トマトケチャプ キャベツ 大豆水煮缶詰 こしょう ブロッコリー 鶏もも キャベツ かつお・昆布だし 焼肉のたれ 青ねぎ キャベツ 砂糖 青ねぎ 砂糖
ウスターソース きゅうり にんじん ウスターソース キャベツ 砂糖 きゅうり 濃口しょうゆ りょくとうもやし 中華だし きゅうり キャベツ ごま油 食塩
大豆水煮缶詰 塩昆布 こんにゃく じゃがいも プレスハム 濃口しょうゆ みかん缶詰 砂糖 きゅうり 薄口しょうゆ スイートコーン スイートコーン 中華だし みりん風調味料
スイートコーン ごま油 ごぼう スイートコーン 穀物酢 みりん風調味料 フレンチドレッシング ほうれんそう プレスハム 食塩 マヨネーズ カレー粉 薄口しょうゆ キャベツ
きゅうり さつまいも 砂糖 ぶなしめじ 砂糖 薄口しょうゆ コーンミール 焼き竹輪 いりごま こしょう 食塩 ブイヨン 食塩 油揚げ
プロセスチーズ たまねぎ みりん風調味料 ブイヨン 薄口しょうゆ ほうれんそう 福神漬 かつお節 薄口しょうゆ こしょう 食塩 こしょう 青ねぎ
マヨネーズ 青ねぎ 濃口しょうゆ 薄口しょうゆ 調合油 濃口しょうゆ 濃口しょうゆ 砂糖 ブロッコリー こしょう ごぼう 淡色辛みそ
ごまドレッシング かつお・昆布だし かつお・昆布だし 食塩 りょくとうもやし かつお節 かつお・昆布だし 穀物酢 ロースベーコン 木綿豆腐 にんじん かつお・昆布だし
食塩 淡色辛みそ 観世ふ こしょう 食塩 砂糖 キャベツ ごま油 ブイヨン ぶなしめじ 濃口しょうゆ べったら漬
こしょう かいわれ こしょう いりごま トウミョウ 絹ごし豆腐 食塩 たまねぎ 砂糖
キャベツ えのきたけ ブイヨン かつお・昆布だし 油揚げ スイートコーン こしょう 青ねぎ みりん風調味料
ぶなしめじ たまねぎ ほうれんそう たまねぎ チンゲンサイ 福神漬 かつお・昆布だし ごま油
たまねぎ かつお・昆布だし ぶなしめじ かつお・昆布だし たまねぎ 淡色辛みそ いりごま
ブイヨン 薄口しょうゆ たまねぎ 淡色辛みそ 中華だし 海藻ミックス
薄口しょうゆ みりん風調味料 かつお・昆布だし りょくとうもやし 薄口しょうゆ じゃがいも
食塩 食塩 淡色辛みそ 食塩 食塩 かにかまぼこ
こしょう たくあん漬 こしょう こしょう 中華だし
トマト ブイヨン みかん 薄口しょうゆ

食塩
こしょう
たまねぎ
黄桃缶

ババロアの素（いちご） 普通牛乳 普通牛乳 ヨーグルト　いちご味 プリンの素 ババロアの素 カルピス 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 ヨーグルト
普通牛乳 メロン コーンミール 普通牛乳 普通牛乳 水 グレープフルーツ じゃがいも フルーツミックス缶 普通牛乳 フルーツミックス缶 ホットケーキミックス

オレンジジュース フルーツミックス缶 まぐろフレーク コーンフレーク 鶏卵
砂糖 カレー粉 ソフトマーガリン
粉寒天 薄力粉 レモン果汁

砂糖
普通牛乳

精白米 ゆでうどん 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 ぶたばら 栄養強化米 薄力粉 栄養強化米 ウインナーソーセージ 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
ぶたもも キャベツ 若鶏もも 砂糖 まがれい たまねぎ さば 鶏もも ぶたもも 若鶏もも
清酒 りょくとうもやし からあげ粉 食塩 食塩 ミックスベジタブル しょうが ミックスベジタブル 食塩 ぶなしめじ マーマレード
キャベツ 青ピーマン 調合油 ソフトマーガリン たまねぎ ブイヨン 清酒 たまねぎ こしょう 長ねぎ 濃口しょうゆ
たまねぎ 調合油 はるさめ 脱脂粉乳 にんじん ソフトマーガリン 濃口しょうゆ ブイヨン 片栗粉 なす しょうが
赤ピーマン 焼きそばソース きゅうり ドライイースト 青ねぎ 薄口しょうゆ 砂糖 ソフトマーガリン にんにく 濃口しょうゆ 清酒
長ねぎ 食塩 プレスハム 牛もも かつお・昆布だし 食塩 みりん風調味料 薄口しょうゆ 濃口しょうゆ 調合油 かぼちゃ
テンメンジャン こしょう 穀物酢 じゃがいも 薄口しょうゆ かぼちゃ キャベツ 食塩 みりん風調味料 清酒 きゅうり
濃口しょうゆ かつお節 砂糖 たまねぎ みりん風調味料 たまねぎ かにかまぼこ こしょう 砂糖 淡色辛みそ ミックスベジタブル
こしょう キャベツ 薄口しょうゆ にんじん 食塩 プレスハム 和風ドレッシング 若鶏もも ぶなしめじ ごま油 プレスハム
中華だし 赤ピーマン ごま油 グリーンピース水煮缶詰 片栗粉 ブイヨン こまつな 食塩 エリンギ こまつな マヨネーズ
ブロッコリー ベーコン いりごま ビーフシチュールウ かぼちゃ 薄口しょうゆ エリンギ プレーンヨーグルト たまねぎ はくさい 食塩
まぐろフレーク たまねぎ 絹ごし豆腐 マカロニ・スパゲティ 食塩 食塩 たまねぎ 薄口しょうゆ ソフトマーガリン しらす干し こしょう
マヨネーズ ブイヨン えのきたけ きゅうり さつまいも こしょう かつお・昆布だし トマトケチャプ きゅうり ぽん酢しょうゆ 絹ごし豆腐
食塩 薄口しょうゆ 油揚げ キャベツ にんじん 淡色辛みそ カレー粉 薄口しょうゆ 鶏卵 ほうれんそう
乾わかめ 食塩 たまねぎ プレスハム ぶなしめじ おきなわもずく キャベツ 穀物酢 たまねぎ たまねぎ
たまねぎ こしょう 青ねぎ マヨネーズ 板こんにゃく きゅうり きゅうり 砂糖 乾わかめ かつお・昆布だし
ぶなしめじ 淡色辛みそ 食塩 青ねぎ 砂糖 みかん缶詰 ごま油 中華だし 淡色辛みそ
中華だし かつお・昆布だし こしょう かつお・昆布だし 穀物酢 マヨネーズ りょくとうもやし 薄口しょうゆ ブロッコリー
薄口しょうゆ みかん トマト 淡色辛みそ 薄口しょうゆ 食塩 乾わかめ 食塩 ブイヨン
食塩 きゅうり 食塩 こしょう じゃがいも こしょう 食塩
こしょう 塩昆布 ぶなしめじ たまねぎ 焼き竹輪 こしょう
パインアップル缶詰 ごま油 ほうれんそう 中華だし いりごま

黄ピーマン 薄口しょうゆ 濃口しょうゆ
ブイヨン 食塩 砂糖
薄口しょうゆ こしょう
食塩 キャベツ
こしょう きゅうり
誕生日ケーキ みかん缶詰

マヨネーズ
食塩
こしょう

普通牛乳 ヨーグルト 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 カルピス 普通牛乳 普通牛乳
ゼリエース（メロン） ぶどう 普通牛乳 ホットケーキミックス バナナ 白玉粉 寒天 水 すいか グレープフルーツの素

コーンフレーク 鶏卵 木綿豆腐 ぶどうジュース フルーツミックス缶
ソフトマーガリン 砂糖 砂糖
ピュアココア 濃口しょうゆ 水
砂糖 片栗粉
普通牛乳 水

食
品
名

ぶどうゼリー すいか グレープフルーツゼリー
牛乳 カルピスポンチ 牛乳 牛乳

メロンゼリー ぶどう ココアケーキ
牛乳 牛乳 牛乳

バナナ みたらし団子

ちくわのごま和え ブロッコリーソテー

食
品
名

お
や
つ

牛乳 ヨーグルト 牛乳 フルーチェ

パイナップル缶 みかん きゅうりの塩昆布和え もずく酢 誕生日ケーキ みかん入りサラダ
小松菜とエリンギのみそ汁 カラフルスープ もやしのスープ

白身魚の和風あんかけ かぼちゃスープ

卵スープ 豆腐とほうれん草のみそ汁
みかん入りサラダ 中華きゅうり こまつなのポン酢和え かぼちゃサラダキャベツのサラダ

さつま汁

キャベツスープ

わかめスープ 豆腐ときのこのみそ汁 トマト

鶏肉の唐揚げ ビーフシチュー
ブロッコリーのマヨネーズ和え

ガリバタチキン
ウインナーピラフ ごはん えびピラフ ごはん

鯖の煮付け タンドリーチキン献
立
名

ごはん 焼きうどん ごはん パン ごはん

春雨サラダ マカロニサラダ 南瓜ソテー
回鍋肉

27(月) 28(火) 29(水) 30(木) 31(金)

鶏肉のマーマレード焼き豚肉としめじのみそ炒め
ごはん ごはん

17(金) 18(土) 20(月) 21(火) 22(水) 25(土)

食
品
名

七夕ゼリー カルピスポンチ 牛乳
グレープフルーツ おやき フルーツカクテル

ヨーグルトお
や
つ

いちごババロア 牛乳 牛乳 ヨーグルト（いちご） プリン
メロン とうもろこし

みかん

牛乳 フルーチェ牛乳
フルーツカクテル

もも

レモンケーキ
牛乳 牛乳

トマト さつまいもと玉ねぎのみそ汁 ほうれん草としめじのみそ汁
ほうれん草のごま和え キャベツのみそ汁 豆腐スープ

べったら漬け
海藻スープ キャベツと油揚げのみそ汁福神漬け

豆腐としめじのみそ汁もやしソテー

いんげんの和え物 人参とごぼうのきんぴらほうれん草のおかか和え
福神漬け カレーキャベツ

とうもろこし
キャベツとしめじのスープ きゅうりの塩昆布和え たくあん もやしソテー

大豆サラダ 千切りキャベツ すまし汁 コーンサラダ 鶏の照り焼き
青菜スープ コールスローサラダ

中華サラダ ブロッコリーソテー
みかん入りフレンチサラダ 豚肉の柳川風 プルコギ風

高野豆腐の煮物
豆腐チャンプルー さわらの塩焼き鶏肉の照り焼きチーズオムレツ 豚肉の生姜焼き 大豆の煮物 コンソメスープ 鯖の竜田揚げ 七夕そうめん

ごはん 冷やし中華 ポークカレー ごはん ごはん ごはん

14(火) 15(水) 16(木)

ごはん ひつまぶし なすトマトスパゲティー ごはん ふりかけごはん 夏野菜カレー ごはん

07(火) 08(水) 09(木) 10(金) 11(土) 13(月)

献
立
名

食
品
名

ごはん

2020年  07月  献立表 みつばこども園

01(水) 02(木) 03(金) 04(土) 06(月)

蛋白質

15.9 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

11.8 g 144 mg 2.4 mg 121 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

0.29 mg 25 mg419 Kcal

蛋白質

14.2 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

10.6 g 135 mg 2.2 mg 110 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

0.26 mg 22 mg372 Kcal

★ 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。

★夏野菜で夏バテ予防★
なすび・トマト・ピーマン・オクラ・きゅ

うりなどの夏野菜は水分やカリウムを多く

含み、体の熱を下げてくれる力があります。

夏野菜を食べて暑さに負けないカラダをつ

くりましょう！

お誕生日会


