
01(金) 02(土) 04(月) 05(火) 06(水) 07(木) 08(金) 09(土) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) 18(月)

きのこごはん ミートスパゲティ ごはん ごはん ごはん ポークカレー かやくうどん ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん 鮭チャーハン 里芋ごはん
肉団子の甘酢あん炒め キャベツとコーンのスープ コロッケ 鯖の塩焼き 鶏肉の香草パン粉焼き ツナとひじきのサラダ 鮭おにぎり 鶏肉とかぶの煮物 麻婆豆腐 豚肉の生姜焼き 鮭のチャンチャン焼き 鶏肉のカレー焼き 鶏肉と人参の中華スープ 赤魚の煮付け

高野豆腐の煮物 ごぼうと人参のきんぴら 小松菜と人参のごま和え ブロッコリーのごまドレ和え ミニトマト 人参しりしり 春雨サラダ 白菜と人参のごま和え ひじきと大豆の煮物 ポテトサラダ ほうれん草のポン酢和え
小松菜のなめたけ和え 千切りキャベツ 五目豆 もも 福神漬け ほうれん草の昆布和え もやしソテー みかん きゅうりの浅漬け 人参とピーマンのきんぴら 昆布の佃煮

大根のすまし汁 豆腐ときのこのみそ汁 玉ねぎとわかめのすまし汁 人参と玉ねぎのコンソメスープ えのきと油揚げのみそ汁 白菜の野菜スープ 根菜と油揚げのみそ汁 かぼちゃと油揚げのみそ汁 キャベツとコーンのスープ 豆腐とお麩のすまし汁
精白米 マカロニ・スパゲティ 精白米 精白米 精白米 精白米 ゆでうどん 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 ぶたひき肉 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 若鶏もも 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 鮭フレーク 栄養強化米
ぶなしめじ たまねぎ じゃがいも さば 鶏もも ぶたもも にんじん 鶏もも 木綿豆腐 ぶたロース さけ 若鶏もも たまねぎ さといも
えのきたけ にんじん ぶたひき肉 食塩 食塩 調合油 生しいたけ かぶ ぶたひき肉 しょうが キャベツ たまねぎ コーン 清酒
油揚げ トマトケチャップ たまねぎ こまつな こしょう 清酒 油揚げ めんつゆ おろししょうが たまねぎ たまねぎ カレー粉 青ねぎ 食塩
薄口しょうゆ ブイヨン 調合油 にんじん パン粉 じゃがいも 青ねぎ にんじん にんにく 濃口しょうゆ にんじん 食塩 中華だし アカウオ
みりん風調味料 濃口しょうゆ 食塩 濃口しょうゆ バジル たまねぎ かつお・昆布だし かつお油漬 調合油 みりん風調味料 有塩マーガリン 白こしょう 食塩 しょうが
清酒 ウスターソース こしょう 砂糖 調合油 にんじん 薄口しょうゆ めんつゆ 清酒 砂糖 淡色辛みそ ウスターソース こしょう 清酒
食塩 砂糖 薄力粉 いりごま トマトケチャップ カレールウ みりん風調味料 食塩 長ねぎ 清酒 清酒 濃口しょうゆ 調合油 濃口しょうゆ
ぶたひき肉 食塩 鶏卵 大豆水煮 ウスターソース キャベツ 食塩 こしょう たまねぎ はくさい 砂糖 砂糖 鶏むね 砂糖
たまねぎ こしょう 生パン粉 にんじん ブロッコリー ツナフレーク 精白米 ほうれんそう にんじん にんじん みりん風調味料 じゃがいも 清酒 みりん風調味料
生パン粉 パセリ 調合油 こんにゃく にんじん 乾ひじき 栄養強化米 はくさい テンメンジャン 濃口しょうゆ 食塩 プレスハム 片栗粉 ほうれんそう
食塩 キャベツ ごぼう ごぼう コーン 薄口しょうゆ 鮭フレーク 塩昆布 濃口しょうゆ 砂糖 乾ひじき きゅうり にんじん にんじん
こしょう コーン にんじん まこんぶ ごまドレッシング 穀物酢 いりごま 薄口しょうゆ 片栗粉 いりごま 大豆水煮缶詰 マヨネーズ りょくとうもやし はくさい
穀物酢 たまねぎ 焼き竹輪 砂糖 黄桃缶 砂糖 えのきたけ はるさめ みかん缶詰 にんじん 食塩 にら ぽん酢しょうゆ
濃口しょうゆ ブイヨン しらたき みりん風調味料 にんじん 調合油 油揚げ きゅうり だいこん 油揚げ こしょう 中華だし 刻み昆布
砂糖 薄口しょうゆ 濃口しょうゆ 濃口しょうゆ たまねぎ ミニトマト たまねぎ にんじん にんじん かつお・昆布だし にんじん 薄口しょうゆ 生しいたけ
片栗粉 食塩 砂糖 かつお・昆布だし 黄ピーマン 福神漬 にんじん プレスハム ごぼう 濃口しょうゆ 青ピーマン 食塩 濃口しょうゆ
凍り豆腐 こしょう みりん風調味料 たまねぎ ブイヨン かつお・昆布だし いりごま 油揚げ 砂糖 しらす干し こしょう 砂糖
にんじん ごま油 絹ごし豆腐 薄口しょうゆ 淡色辛みそ 穀物酢 青ねぎ みりん風調味料 濃口しょうゆ 清酒
さやいんげん いりごま 乾わかめ 食塩 濃口しょうゆ かつお・昆布だし きゅうり 砂糖 かつお・昆布だし
かつお・昆布だし キャベツ かつお・昆布だし こしょう 砂糖 淡色辛みそ 浅漬けの素 みりん風調味料 絹ごし豆腐
薄口しょうゆ 絹ごし豆腐 薄口しょうゆ ごま油 くりかぼちゃ ごま油 釜焼きふ
砂糖 えのきたけ みりん風調味料 りょくとうもやし たまねぎ いりごま 糸みつば
食塩 油揚げ 食塩 青ピーマン 油揚げ キャベツ たまねぎ
みりん風調味料 たまねぎ 食塩 かつお・昆布だし コーン かつお・昆布だし
こまつな 青ねぎ こしょう 淡色辛みそ たまねぎ 薄口しょうゆ
えのきたけ味付け瓶詰 淡色辛みそ ブイヨン ブイヨン みりん風調味料
だいこん かつお・昆布だし はくさい 薄口しょうゆ 食塩
にんじん にんじん 食塩
たまねぎ たまねぎ こしょう
かつお・昆布だし ブイヨン
薄口しょうゆ 薄口しょうゆ

牛乳 ヨーグルト いちごババロア 牛乳 牛乳 牛乳 ミルージュ フルーツヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ミルージュ 牛乳
バナナ 紅茶のパウンドケーキ ぶどうゼリー サンドイッチ くだもの シュガーパイ 豆腐ドーナツ チヂミ 柿 くだもの スティックラスク

普通牛乳 ヨーグルト ババロアの素(いちご) 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ミルージュ プレーンヨーグルト 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ミルージュ 普通牛乳
バナナ 普通牛乳 ホットケーキミックス 寒天 食パン くだもの フルーツミックス缶 パイ皮 ホットケーキミックス 薄力粉 かき くだもの 食パン

鶏卵 ぶどうジュース プレスハム 砂糖 砂糖 木綿豆腐 ぶたひき肉 有塩マーガリン
有塩マーガリン 砂糖 ダイスカットチーズ 鶏卵 普通牛乳 にんじん 砂糖
砂糖 水 マヨネーズ 砂糖 にら
紅茶(茶) 調合油 たまねぎ
普通牛乳 ごま油

濃口しょうゆ

19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土)

ごはん ごはん ごはん ごはん 和風スパゲティー えびピラフ パン ごはん 鯛飯 ケチャップライス カレーピラフ
レバニラ チーズピカタ 油淋鶏 すき焼き風煮 白菜の野菜スープ 煮込みハンバーグ ビーフシチュー 豚肉の柳川風 五目卵焼き かぼちゃのグラタン たっぷり野菜のオニオンスープ

大根サラダ 小松菜とハムのサラダ キャベツときゅうりのごま和え ほうれん草の納豆和え たっぷり野菜のポテトサラダ マカロニサラダ 人参とピーマンのきんぴら きゅうりの酢の物 ブロッコリーのフレンチサラダ

パイナップル缶 切り干し大根の煮物 トマト ちくわきゅうり 誕生日ケーキ いんげんのソテー しらす和え べったら漬け かぼちゃスープ
春雨スープ 豆腐ときのこのみそ汁 中華風卵スープ 人参とえのきのすまし汁 コンソメスープ 豆腐ときのこのみそ汁 小松菜のすまし汁

精白米 精白米 精白米 精白米 マカロニ・スパゲティ 精白米 強力粉 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 ベーコン 栄養強化米 薄力粉 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米
鶏肝臓 ぶたロース 鶏もも 牛もも ほうれんそう ブラックタイガー 砂糖 ぶたもも たい たまねぎ 鶏もも
にんにく 鶏卵 食塩 清酒 ぶなしめじ ミックスベジタブル 食塩 清酒 食塩 にんじん たまねぎ
おろしにんにく 食塩 こしょう はくさい たまねぎ たまねぎ 有塩マーガリン たまねぎ にんじん スイートコーン ミックスベジタブル
おろししょうが こしょう 薄力粉 焼き豆腐 調合油 ブイヨン 脱脂粉乳 鶏卵 まこんぶ トマトケチャップ カレー粉
清酒 調合油 砂糖 生しいたけ めんつゆ 有塩マーガリン ドライイースト ごぼう 薄口しょうゆ ブイヨン ブイヨン
濃口しょうゆ 薄力粉 濃口しょうゆ しらたき 食塩 薄口しょうゆ 牛もも にんじん みりん風調味料 食塩 食塩
調合油 トマトケチャップ 穀物酢 長ねぎ こしょう 食塩 清酒 グリンピース 清酒 こしょう こしょう
ごま油 ウスターソース 青ねぎ たまねぎ はくさい こしょう じゃがいも かつお・昆布だし 鶏卵 くりかぼちゃ たまねぎ
にら こまつな しょうが 麩 にんじん 牛ひき肉 たまねぎ 濃口しょうゆ にんじん 食塩 にんじん
りょくとうもやし コーン にんにく かつお・昆布だし たまねぎ ぶたひき肉 にんじん 砂糖 たまねぎ こしょう コーン
キャベツ プレスハム キャベツ 濃口しょうゆ ブイヨン たまねぎ ぶなしめじ にんじん 乾しいたけ 若鶏もも皮なし ぶなしめじ
赤ピーマン 食塩 きゅうり 砂糖 薄口しょうゆ パン粉 グリンピース 青ピーマン 鶏ひき肉 たまねぎ ブイヨン
オイスターソース マヨネーズ にんじん みりん風調味料 食塩 普通牛乳 ビーフシチュールウ こんにゃく 青ねぎ クリームシチュールウ 薄口しょうゆ
砂糖 こしょう いりごま ほうれんそう こしょう 食塩 マカロニ・スパゲティ 削り節 薄口しょうゆ 普通牛乳 食塩
みりん風調味料 切干しだいこん 食塩 納豆 こしょう キャベツ 濃口しょうゆ みりん風調味料 ナチュラルチーズ こしょう
片栗粉 にんじん ごま油 いりごま トマトケチャップ コーン 砂糖 砂糖 パセリ
乾わかめ 焼き竹輪 トマト だししょうゆ ウスターソース プレスハム みりん風調味料 食塩 ブロッコリー
だいこん かつお・昆布だし 鶏卵 焼き竹輪 濃口しょうゆ マヨネーズ ごま油 かつお・昆布だし キャベツ
かにかまぼこ 砂糖 たまねぎ きゅうり ブイヨン 食塩 いりごま きゅうり コーン
いりごま 薄口しょうゆ 乾わかめ にんじん じゃがいも こしょう キャベツ かにかまぼこ プレスハム
ごま油 濃口しょうゆ 中華だし たまねぎ きゅうり さやいんげん にんじん 乾わかめ 穀物酢
穀物酢 みりん風調味料 薄口しょうゆ えのきたけ にんじん ブイヨン しらす干し 穀物酢 食塩
薄口しょうゆ 絹ごし豆腐 食塩 青ねぎ マヨネーズ 食塩 ごま油 砂糖 こしょう
砂糖 えのきたけ こしょう かつお・昆布だし 食塩 こしょう 薄口しょうゆ 食塩 オリーブ油
パインアップル缶詰 油揚げ 片栗粉 薄口しょうゆ こしょう 絹ごし豆腐 薄口しょうゆ かぼちゃスープ
はるさめ たまねぎ みりん風調味料 トマト なめこ べったら漬 普通牛乳
たまねぎ 青ねぎ 食塩 誕生日ケーキ たまねぎ こまつな ブイヨン
にんじん 淡色辛みそ じゃがいも 青ねぎ たまねぎ
青ねぎ かつお・昆布だし コーン 淡色辛みそ えのきたけ
中華だし ぶなしめじ かつお・昆布だし かつお・昆布だし
薄口しょうゆ たまねぎ 薄口しょうゆ

牛乳 ヨーグルト パフェ 牛乳 ヨーグルト（いちご） 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ミルージュ
さつまいもクッキー みかん りんごゼリー ミルク団子 かぼちゃプリン 蒸しパン りんご くだもの

普通牛乳 ヨーグルト フルーチェ 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 普通牛乳 ミルージュ
薄力粉 普通牛乳 みかん 粉寒天 白玉粉 かぼちゃ ホットケーキミックス りんご くだもの
有塩マーガリン コーンフレーク 砂糖 調整豆乳 普通牛乳 鶏卵
砂糖 ビスケット りんごジュース きな粉 砂糖 有塩マーガリン
さつまいも 水 砂糖 ゼラチン 普通牛乳
鶏卵 食塩 砂糖

献立名

食品名

おやつ

食品名

※食材の都合により献立が変更になる場合があります

2021年  10月  献立表 みつばこども園

献立名

食品名

おやつ

食品名

　
　
う
ん
ど
う
か
い

エネルギー
(kcal)

たんぱく質
(g)

脂　肪
(g)

カルシウム
(mg)

鉄
(mg)

ビタミンＡ
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:
RE)(μg)

ビタミンＢ1
(mg)

ビタミンＢ2
(mg)

ビタミンＣ
(mg)

食物繊維
(g)

食塩相当量
(g)

357 13.9 10.6 162 2.3 210 0.41 0.27 16 3.1 1.9

☆今月の栄養給与量☆　未満児

エネルギー
(kcal)

たんぱく質
(g)

脂　肪
(g)

カルシウム
(mg)

鉄
(mg)

ビタミンＡ
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:
RE)(μg)

ビタミンＢ1
(mg)

ビタミンＢ2
(mg)

ビタミンＣ
(mg)

食物繊維
(g)

食塩相当量
(g)

405 15.5 11.6 170 2.5 231 0.46 0.29 18 3.5 2.1

☆今月の栄養給与量☆　以上児

みつばっこ献立だより

★☆10月のいちおしメニュー☆★

10月28日（木） 明石鯛のたいめし

10月29日（金） ハロウィンメニュー

ちょっと早めのハロウィン★

かぼちゃにおばけ・・・お楽しみに♪

旬の明石鯛を使用します。

★☆10月の旬の食材☆★

さといもやかぼちゃ、きのこ類、鮭や鯛など
秋のおいしい食材をたくさん使っています！

★☆ワンポイントアドバイス☆★

10月18日は「栗名月」とも呼ばれるお月見の日。

中秋の名月と合わせて2回お月見をすると

縁起がいいとされています。


