
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
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 干しえび 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米
栄養強化米 鶏もも ぶたもも ゆでまだこ 牛もも 鶏ひき肉 にんじん ぶたロース 鶏もも さけ
ゆでうどん 鶏卵 なす めんつゆ 清酒 清酒 塩昆布 たまねぎ 濃口しょうゆ 食塩
レタス たまねぎ にんじん 油揚げ 片栗粉 食塩 薄口しょうゆ カレー粉 薄口しょうゆ こしょう
まぐろフレーク 糸みつば たまねぎ 糸みつば 濃口しょうゆ 木綿豆腐 そうめん 食塩 みりん風調味料 パン粉
マヨネーズ かつお・昆布だし エリンギ ほうれんそう たけのこ水煮缶詰 たまねぎ プレスハム 黒こしょう 砂糖 バジル
スイートコーン 薄口しょうゆ 濃口しょうゆ にんじん 赤ピーマン ごぼう きゅうり ウスターソース まぐろフレーク 調合油
きゅうり 砂糖 調合油 かつお節 青ピーマン しょうが オクラ 濃口しょうゆ にんじん トマトケチャプ
めんつゆ みりん風調味料 清酒 濃口しょうゆ 生しいたけ めんつゆ かにかまぼこ 砂糖 ブロッコリー ウスターソース

こまつな 淡色辛みそ かつお・昆布だし オイスターソース 片栗粉 めんつゆ マカロニ・スパゲティ マヨネーズ じゃがいも
はくさい ごま油 絹ごし豆腐 清酒 さつまいも きゅうり 食塩 プレスハム
ぽん酢しょうゆ キャベツ にんじん 薄口しょうゆ プレスハム まぐろフレーク なす きゅうり
かつお節 きゅうり えのきたけ みりん風調味料 きゅうり プレスハム たまねぎ マヨネーズ
だいこん マヨネーズ 青ねぎ ブロッコリー マヨネーズ マヨネーズ 青ねぎ 食塩
にんじん 食塩 たまねぎ 薄口しょうゆ 食塩 食塩 かつお・昆布だし こしょう
えのきたけ こしょう かつお・昆布だし 穀物酢 こしょう こしょう 淡色辛みそ 絹ごし豆腐
たまねぎ 乾わかめ 淡色辛みそ みりん風調味料 ほうれんそう じゃがいも さやいんげん 乾わかめ
青ねぎ たまねぎ 生揚げ ごま油 ぶなしめじ キャベツ ベーコン たまねぎ
かつお・昆布だし ぶなしめじ ぽん酢しょうゆ いりごま たまねぎ スイートコーン ブイヨン 青ねぎ
淡色辛みそ 中華だし 青ねぎ 鶏卵 かつお・昆布だし たまねぎ 食塩 淡色辛みそ
ごぼう 薄口しょうゆ たまねぎ 淡色辛みそ ブイヨン こしょう かつお・昆布だし
にんじん 食塩 乾わかめ りょくとうもやし 薄口しょうゆ ほうれんそう
濃口しょうゆ こしょう 中華だし 食塩 食塩 ベーコン
砂糖 スイートコーン 薄口しょうゆ こしょう こしょう 調合油
みりん風調味料 食塩 ブイヨン パインアップル缶詰 食塩
ごま油 こしょう ブイヨン
いりごま 黄桃缶

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 ヨーグルト　 普通牛乳 プレーンヨーグルト 普通牛乳
フルーツミックス缶 ホットケーキミックス 食パン すいか フルーツミックス缶 パイ皮 みかん缶詰 食パン

鶏卵 ソフトマーガリン キウイフルーツ 砂糖 いちごジャム
ソフトマーガリン 砂糖
レモン果汁
砂糖
普通牛乳

ごはん 冷やし中華 ごはん
炒り豆腐 海藻スープ レバニラ

小松菜のツナ和え 切り干し大根の中華サラダ
じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 わかめスープ

もやしのごま和え みかん
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 中華めん 精白米
栄養強化米 薄力粉 ぶたひき肉 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 プレスハム 栄養強化米
若鶏もも 砂糖 たまねぎ 焼き豚 ウインナーソーセージ まがれい 鶏卵 ぶたばら 木綿豆腐 きゅうり 鶏肝臓
いりごま 食塩 食塩 たまねぎ たまねぎ しょうが プロセスチーズ たまねぎ 鶏卵 鶏卵 片栗粉
清酒 ソフトマーガリン 黒こしょう ミックスベジタブル ミックスベジタブル 清酒 ほうれんそう にんじん 鶏ひき肉 かにかまぼこ 清酒
淡色辛みそ 脱脂粉乳 トマトケチャプ 調合油 ブイヨン 濃口しょうゆ ぶたひき肉 こまつな 乾しいたけ 冷やし中華のたれ にら
砂糖 ドライイースト ウスターソース 中華だし ソフトマーガリン 砂糖 牛ひき肉 はくさい にんじん 海藻ミックス りょくとうもやし
みりん風調味料 鶏もも 濃口しょうゆ 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ みりん風調味料 たまねぎ 生しいたけ さやいんげん 絹ごし豆腐 キャベツ
きゅうり 調合油 トマトホール缶詰 食塩 食塩 ほうれんそう 食塩 中華だし かつお・昆布だし スイートコーン 赤ピーマン
かにかまぼこ 清酒 チェダーチーズ こしょう こしょう はくさい こしょう 薄口しょうゆ 食塩 中華だし ごま油
乾わかめ じゃがいも レタス チンゲンサイ ぶたひき肉 焼き竹輪 トマトケチャプ 食塩 濃口しょうゆ 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ
穀物酢 たまねぎ キャベツ 木綿豆腐 牛ひき肉 ぽん酢しょうゆ ウスターソース こしょう 砂糖 食塩 オイスターソース
砂糖 にんじん スイートコーン たまねぎ たまねぎ 木綿豆腐 スイートコーン 片栗粉 こまつな こしょう 砂糖
食塩 ほうれんそう まぐろフレーク 青ねぎ 木綿豆腐 だいこん ブロッコリー 海藻ミックス まぐろフレーク 片栗粉
濃口しょうゆ クリームシチュールウ ごまドレッシング 中華だし 普通牛乳 にんじん キャベツ だいこん 濃口しょうゆ 切干しだいこん
絹ごし豆腐 ブロッコリー かぼちゃ 薄口しょうゆ 生パン粉 ごぼう プレスハム かにかまぼこ かつお・昆布だし きゅうり
糸みつば まぐろフレーク たまねぎ 食塩 食塩 こんにゃく 穀物酢 いりごま じゃがいも まぐろフレーク
たまねぎ スイートコーン プレスハム こしょう こしょう 青ねぎ 砂糖 ごま油 たまねぎ 砂糖
かつお・昆布だし プロセスチーズ ブイヨン トマトケチャプ たまねぎ 薄口しょうゆ 穀物酢 青ねぎ 薄口しょうゆ
薄口しょうゆ マヨネーズ 薄口しょうゆ ウスターソース かつお・昆布だし 調合油 薄口しょうゆ 淡色辛みそ 穀物酢
みりん風調味料 食塩 食塩 かぼちゃ 淡色辛みそ キャベツ 砂糖 かつお・昆布だし ごま油
食塩 こしょう こしょう きゅうり べったら漬 赤ピーマン 絹ごし豆腐 りょくとうもやし 乾わかめ
蒸しかまぼこ トマト りょくとうもやし ミックスベジタブル ベーコン スイートコーン いりごま たまねぎ

ジョア 食塩 マヨネーズ たまねぎ チンゲンサイ 砂糖 ぶなしめじ
こしょう 食塩 ブイヨン 中華だし 濃口しょうゆ 中華だし
ブイヨン こしょう 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ

にんじん 食塩 食塩 食塩
ブロッコリー こしょう こしょう こしょう
黄ピーマン はんぺん たまねぎ みかん缶詰
たまねぎ ソフトマーガリン なつみかん缶詰
ブイヨン
薄口しょうゆ
食塩

プリン ヨーグルト 牛乳
パインゼリー

普通牛乳 カルピス フルーチェ ジョア 普通牛乳 ババロアの素（チョコ） ヨーグルト　プレーン味 普通牛乳 プリンの素 ヨーグルト 普通牛乳
グレープフルーツの素 水 普通牛乳 フルーツ オレンジ 普通牛乳 バナナ 普通牛乳 寒天

フルーツミックス缶 コーンフレーク りんごジュース
パインアップル缶詰

砂糖

29(土) 31(月)

バナナ季節のフルーツ オレンジ
牛乳 カルピスポンチ フルーチェ ジョア 牛乳 チョコレートババロア

べったら漬け 焼きはんぺん

ヨーグルト 牛乳

誕生日ケーキ
豆腐のすまし汁 トマト もやしソテー カラフルスープ けんちん汁

ほうれん草のポン酢和え コーンサラダ 豆腐スープ
キャベツスープ みかん

チーズオムレツ 海藻サラダ
きゅうりの酢の物 ブロッコリーサラダ かぼちゃスープ かぼちゃサラダ

中華丼
鶏のごまみそ焼き クリームシチュー キャベツのサラダ 青菜スープ ハンバーグ カレイの煮付け

ごはん パン タコライス風 チャーハン ウインナーピラフ ごはん ごはん
21(金) 22(土) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金)

みつばこども園

01(土) 03(月) 04(火) 05(水) 06(木) 13（木） 14（金）12(水）

献
立
名

食
品
名

ふりかけごはん

2020年  08月  献立表 

干しえびの炊き込みご飯 ごはん
07(金) 08(土) 11(火)

豆腐と人参のみそ汁

ごはん ごはん
15（土） 17(月) 18(火)

親子丼 ごはん たこめし ごはん ごはん

ポテトサラダ
鶏肉の照り焼き 鮭の香草パン粉焼きサラダうどん こまつなの昆布和え 豚肉と野菜のみそ炒め ほうれ草のおかか和え チンジャオロース 豆腐ハンバーグ

フレンチサラダ さつまいもサラダ
冷やしそうめん 豚肉のカレーソテー

ツナサラダマカロニサラダ 給食おやすみ
もやしソテー

ほうれん草としめじのみそ汁 コンソメスープ人参とごぼうのきんぴら わかめスープ 焼き厚揚げ 卵スープ
大根のみそ汁 ブロッコリーごま酢和え

ほうれん草のソテー
なすのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁

パインアップル

フルーツカクテル

いんげんのソテー

みかんヨーグルト

とうもろこし もも

お
や
つ

牛乳 ヨーグルト（いちご） 牛乳 牛乳 牛乳
フルーツカクテル レモンケーキ スティックラスク すいか いちごジャムサンド

牛乳 ヨーグルト 牛乳
シュガーパイ

牛乳

食
品
名

食
品
名

食
品
名

お
や
つ

献
立
名

19(水) 20(木)

かまぼこ ジョア

グレープフルーツゼリー

蛋白質

15.0 g 0.28 mg 19 mg388 Kcal 11.5 g 157 mg 2.6 mg 169 μg 0.40 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

16.6 g 0.30 mg 21 mg436 Kcal 12.5 g 166 mg 2.9 mg 186 μg 0.45 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

※食材の都合により献立が
変更になる場合があります。

お誕生日会

みつばっこ献立だより

蒸し暑い日が続きますが、

食欲がないからといって冷たい物ばかり食べていると、
体の中も冷えて胃の調子が悪くなったり体調を崩し

たりします。あたたかいものや栄養のあるものをしっ

かり食べて,睡眠・適度な運動をおこない、暑い夏を

☆8/12～15日は、市場がお休みに入るため

給食がお休みになります。

☆今月の一押しメニュー☆
明石蛸を使った「たこめし」
この時期は雨が多いので農作物がタコの吸盤の
ように大地にはいつき、しっかり根付くように
という願い、そして夏に向けて体力・精力をつ
けるとの意味で、この時期の旬であるタコを食
べるようになりました。タコにはタウリンが豊
富で夏のスタミナ食として夏バテしにくいとい
うことで今月の献立にも取り入れています。


