
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 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 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 ベーコン 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米
鶏ひき肉 いわし 若鶏もも ぶたロース 若鶏もも 清酒 鶏もも 栄養強化米 べにざけ ぶたもも たまねぎ ぶたもも ぶり 若鶏もも
清酒 薄力粉 調合油 たまねぎ いりごま ベーコン 鶏卵 鶏肝臓 清酒 清酒 ミックスベジタブル 清酒 清酒 マーマレード
食塩 調合油 清酒 カレー粉 清酒 にんじん たまねぎ 片栗粉 食塩 木綿豆腐 ブイヨン にんじん 濃口しょうゆ 濃口しょうゆ
木綿豆腐 濃口しょうゆ ごぼう 食塩 淡色辛みそ たまねぎ 糸みつば 清酒 こしょう 鶏卵 ソフトマーガリン 生揚げ 砂糖 しょうが
たまねぎ 砂糖 にんじん 黒こしょう 砂糖 エリンギ かつお・昆布だし にら マヨネーズ にんじん 薄口しょうゆ たまねぎ みりん風調味料 清酒
ごぼう みりん風調味料 れんこん ウスターソース みりん風調味料 クリームシチュールウ 薄口しょうゆ りょくとうもやし たまねぎ たまねぎ 食塩 キャベツ こまつな マカロニ・スパゲティ
しょうが 大豆水煮缶詰 こんにゃく 濃口しょうゆ はくさい 調合油 砂糖 キャベツ にんじん りょくとうもやし こしょう エリンギ はくさい キャベツ
めんつゆ にんじん 乾しいたけ 砂糖 乾わかめ 食塩 みりん風調味料 赤ピーマン ほうれんそう 青ねぎ ブロッコリー 濃口しょうゆ まぐろフレーク きゅうり
片栗粉 こんにゃく さやいんげん ブロッコリー スイートコーン こしょう こまつな ごま油 まぐろ水煮缶詰(白) ごま油 ぶなしめじ 清酒 塩昆布 まぐろフレーク
はるさめ ごぼう かつお・昆布だし まぐろフレーク しらす干し 水 スイートコーン 薄口しょうゆ スイートコーン 中華だし ゆでスイートコーン 淡色辛みそ 濃口しょうゆ スイートコーン
きゅうり まこんぶ しいたけだし スイートコーン 穀物酢 普通牛乳 プレスハム オイスターソース 乾ひじき 薄口しょうゆ たまねぎ ごま油 鶏卵 プレスハム
にんじん 砂糖 濃口しょうゆ プロセスチーズ 砂糖 キャベツ 食塩 砂糖 薄口しょうゆ 食塩 ブイヨン 乾わかめ えのきたけ マヨネーズ
プレスハム みりん風調味料 砂糖 マヨネーズ 食塩 たまねぎ マヨネーズ 片栗粉 さつまいも こしょう 薄口しょうゆ だいこん 糸みつば 食塩
いりごま 濃口しょうゆ みりん風調味料 食塩 薄口しょうゆ にんじん こしょう 乾ひじき たまねぎ ほうれんそう 食塩 かにかまぼこ たまねぎ こしょう
穀物酢 かつお・昆布だし きゅうり こしょう さつまいも ウインナーソーセージ 絹ごし豆腐 大豆水煮缶詰 青ねぎ ぽん酢しょうゆ こしょう いりごま かつお・昆布だし キャベツ
濃口しょうゆ 絹ごし豆腐 切干しだいこん 乾わかめ にんじん ブイヨン えのきたけ にんじん かつお・昆布だし まぐろフレーク ごま油 薄口しょうゆ たまねぎ
砂糖 乾わかめ にんじん 鶏卵 ぶなしめじ 薄口しょうゆ 油揚げ 油揚げ 淡色辛みそ 濃口しょうゆ 穀物酢 みりん風調味料 にんじん
ごま油 たまねぎ まぐろフレーク 木綿豆腐 板こんにゃく 食塩 たまねぎ かつお・昆布だし はんぺん 乾わかめ 薄口しょうゆ 食塩 ベーコン
にんじん 青ねぎ 食塩 たまねぎ たまねぎ こしょう 青ねぎ 濃口しょうゆ ソフトマーガリン たまねぎ 砂糖 凍り豆腐 トマトホール缶詰
だいこん 淡色辛みそ マヨネーズ 中華だし 青ねぎ 淡色辛みそ 砂糖 ぶなしめじ チンゲンサイ グリーンピース ブイヨン
たまねぎ かつお・昆布だし こしょう 薄口しょうゆ 油揚げ かつお・昆布だし みりん風調味料 中華だし 木綿豆腐 かつお・昆布だし 薄口しょうゆ
乾わかめ 蒸しかまぼこ キャベツ 食塩 かつお・昆布だし たくあん漬 木綿豆腐 薄口しょうゆ たまねぎ 薄口しょうゆ 食塩
油揚げ 油揚げ こしょう 淡色辛みそ だいこん 食塩 青ねぎ 砂糖 こしょう
かつお・昆布だし たまねぎ りょくとうもやし ブロッコリー にんじん こしょう 中華だし 食塩 かぼちゃ
淡色辛みそ 青ねぎ いりごま ブイヨン ごぼう さつまいも 薄口しょうゆ みりん風調味料 食塩
さやいんげん かつお・昆布だし 砂糖 食塩 こんにゃく 食塩 食塩
砂糖 淡色辛みそ 濃口しょうゆ こしょう 青ねぎ こしょう
濃口しょうゆ ほうれんそう たまねぎ トマト
いりごま ベーコン かつお・昆布だし

食塩 薄口しょうゆ
ブイヨン 食塩

普通牛乳 麦茶 普通牛乳 プリンの素 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 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
白玉粉 精白米 ぽんかん 普通牛乳 りんご バナナ ホットケーキミックス さつまいも りんご ホットケーキミックス パイ皮 バナナ ホットケーキミックス
木綿豆腐 穀物酢 鶏卵 鶏卵 砂糖 砂糖
砂糖 食塩 ソフトマーガリン ソフトマーガリン 鶏卵
濃口しょうゆ 砂糖 レモン果汁 ピュアココア ソフトマーガリン
片栗粉 魚肉ソーセージ 砂糖 砂糖 普通牛乳
水 きゅうり 普通牛乳 普通牛乳 魚肉ソーセージ

たくあん漬 トマトケチャプ
マヨネーズ
焼きのり

精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 強力粉 中華めん
栄養強化米 むきえび 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 薄力粉 精白米
ぶたもも ぶたばら ミックスベジタブル まぐろフレーク じゃがいも まがれい 砂糖 ぶたばら
清酒 たまねぎ たまねぎ たまねぎ ぶたひき肉 しょうが 食塩 キャベツ
たまねぎ にんじん ブイヨン ミックスベジタブル たまねぎ 清酒 ソフトマーガリン 青ねぎ
鶏卵 こまつな トマトケチャプ ブイヨン 調合油 濃口しょうゆ 脱脂粉乳 調合油
ごぼう はくさい 食塩 ソフトマーガリン 食塩 砂糖 ドライイースト 焼きそばソース
にんじん 生しいたけ こしょう 薄口しょうゆ こしょう みりん風調味料 牛もも 食塩
グリーンピース 中華だし キャベツ 食塩 薄力粉 かつお・昆布だし 清酒 こしょう
かつお・昆布だし 薄口しょうゆ 赤ピーマン こしょう 鶏卵 生揚げ じゃがいも 絹ごし豆腐
濃口しょうゆ 食塩 ベーコン ぶたひき肉 生パン粉 さやいんげん たまねぎ スイートコーン
砂糖 こしょう たまねぎ 牛ひき肉 調合油 いりごま にんじん チンゲンサイ
こまつな 片栗粉 ブイヨン たまねぎ 大豆水煮缶詰 濃口しょうゆ グリーンピース たまねぎ
納豆 まぐろフレーク 薄口しょうゆ 木綿豆腐 スイートコーン 砂糖 ビーフシチュールウ 中華だし
たくあん漬 にんじん 食塩 普通牛乳 きゅうり さといも キャベツ 薄口しょうゆ
いりごま ブロッコリー こしょう 生パン粉 プロセスチーズ にんじん きゅうり 食塩
だししょうゆ プロセスチーズ 食塩 マヨネーズ 生しいたけ みかん缶詰 こしょう
木綿豆腐 マヨネーズ こしょう ごまドレッシング 油揚げ マヨネーズ
ぶなしめじ 食塩 トマトケチャプ 食塩 たまねぎ 食塩
たまねぎ こしょう ウスターソース こしょう かつお・昆布だし こしょう
青ねぎ 鶏卵 じゃがいも じゃがいも 薄口しょうゆ さやいんげん
かつお・昆布だし たまねぎ プレスハム にんじん みりん風調味料 ベーコン
淡色辛みそ 乾わかめ きゅうり ぶなしめじ 食塩 ブイヨン
べったら漬 中華だし マヨネーズ たまねぎ 片栗粉 食塩

薄口しょうゆ 食塩 ブイヨン ブロッコリー こしょう
食塩 こしょう 薄口しょうゆ まぐろフレーク
こしょう コーンスープ(粉末) 食塩 マヨネーズ
黄桃缶 水 こしょう 食塩

普通牛乳 ほうれんそう
スイートコーン かにかまぼこ
誕生日ケーキ 濃口しょうゆ

砂糖
いりごま

普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 フルーチェ ヨーグルト 普通牛乳 普通牛乳 ヨーグルト
食パン ホットケーキミックス バナナ 普通牛乳 ホットケーキミックス 白玉粉
ソフトマーガリン 鶏卵 鶏卵 木綿豆腐
砂糖 普通牛乳 ソフトマーガリン きな粉

ソフトマーガリン にんじん 砂糖

いちごジャム 砂糖 食塩
普通牛乳

バナナ にんじんケーキ きなこもち
牛乳 フルーチェ ヨーグルト 牛乳 牛乳 ヨーグルト

誕生日ケーキ ほうれん草のごま和え ブロッコリーのマヨネーズ和え

コーンポタージュ コンソメスープ のっぺい汁 いんげんのソテー

ポテトサラダ 大豆サラダ 厚揚げのごま和え みかん入りフレンチサラダ

キャベツスープ ハンバーグ コロッケ カレイの煮付け ビーフシチュー 豆腐スープ

そばめしケチャップライス ツナピラフ ごはん ごはん パン

20(土) 22(月) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土)

牛乳

りんご レモンケーキ 焼きいも りんご バレンタインケーキ シュガーパイ バナナ アメリカンドッグ

トマト 高野豆腐の煮物 南瓜ソテー

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ヨーグルト（いちご） 牛乳 牛乳

青菜スープ かきたま汁 ミネストローネ

ブロッコリーソテー パインアップル 焼きはんぺん さつまいもソテー

ほうれん草のポン酢和え 大根サラダ こまつなの昆布和え マカロニサラダ

さつま汁 たくあん けんちん汁 さつまいもと玉ねぎのみそ汁 わかめスープ

ごはん

鶏のごまみそ焼き 小松菜とハムのサラダ レバニラ 鮭のマヨネーズ焼き 豆腐チャンプルー ブロッコリースープ 豚肉と厚揚げのみそ炒め ぶりの照り焼き 鶏肉のマーマレード焼き

16(火) 17(水)

ごはん 親子丼 ふりかけごはん ごはん ごはん ベーコンピラフ ごはん ごはん

牛乳

べったら漬け

もも

12(金) 13(土) 15(月)

白菜の酢の物 豆腐ときのこのみそ汁 ひじきと大豆の煮物 ほうれん草のツナ和え

牛乳
スティックラスク ホットケーキ

中華丼

こまつなの納豆和え 卵スープ

豚肉の柳川風 ツナサラダ

06(土)

ブロッコリーサラダ

みつばこども園

01(月) 02(火) 03(水) 04(木)

2021年  02月  献立表 
05(金)

献
立
名

食
品
名

ごはん

豆腐ハンバーグ 鰯のかば焼き 筑前煮

ごはん ごはん

いんげんのごま和え

春雨サラダ

人参と大根のみそ汁

豚肉のカレーソテー

かまぼこ ほうれん草のソテー もやしのごま和え

五目豆 切り干し大根サラダ

豆腐とわかめのみそ汁 キャベツと油揚げのみそ汁 わか玉スープ

お茶 牛乳 プリン牛乳

食
品
名

食
品
名

お
や
つ

献
立
名

18(木)

ごはん

食
品
名

お
や
つ

牛乳

恵方巻き バナナみたらし団子 ポンカン

クリームスパゲティ

19(金)

豆腐としめじのみそ汁

08(月) 09(火) 10(水)

ごはん

キャベツの野菜スープ

牛乳

蛋白質

19.2 g 0.36 mg 23 mg499 Kcal 15.8 g 190 mg 2.6 mg 271 μg 0.50 mg

☆ 今 月 の 平 均 給 与 栄 養 量 ☆

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

16.9 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

14.2 g 179 mg 2.3 mg 246 μg 0.44 mg

☆ 今 月 の 平 均 給 与 栄 養 量 ☆

エネルギー 脂　肪 カルシウム 鉄

0.33 mg 20 mg433 Kcal

※食材の都合により献立が変更になる場合があります。

★今月の特別MENU★

お誕生日会

☆2月1日 節分メニュー☆
今年の節分の日は2月2日ですが、みつば園では1日に行います
節分の日にはいわしを食べる習慣があり、
主に関西中心の文化ですが、魔よけの意味があります。

いわしはカルシウムや鉄分が豊富で、
丈夫な骨や身体を作ってくれる優秀な食品です。

今年の恵方巻の方角は「南南東」です☆

☆食事で風邪予防☆
のどや鼻の粘膜を作るたんぱく質やビタミンAを積極的に摂取し、食事で風

邪予防をしましょう。子どもには人参や、卵などで摂取しています.

ねぎや玉ねぎをたくさん入れて体が温まるようなメニューにしています。


