
豆ごはん 中華おこわ ミートスパゲティ おにぎり ごはん ハヤシライス ごはん ごはん ラーメン 焼き鳥丼 ごはん ごはん ごはん
野菜の肉巻き 肉団子の甘酢あん炒め キャベツとコーンのスープ ツナオムレツ ポークソテー 和風サラダ さわらの西京焼き 鶏の竜田揚げ チャーハン ちくわの磯辺揚げ 鶏肉とかぶの煮物 酢豚 白身魚の香草パン粉焼き
里芋の煮物 春雨サラダ ちくわきゅうり ソラマメのポテトサラダ ミニトマト いんげんとささみのおかか和え もやしの中華サラダ キャベツときゅうりのおかか和え 小松菜ときのこのソテー アスパラベーコン炒め ナポリタン

わかめサラダ みかん すなっぷえんどう 餃子ピザ ぶどうゼリー 白菜の浅漬け パイナップル 小松菜のすまし汁 にんじんサラダ パイナップル缶 ほうれん草のソテー
豆腐と玉ねぎのみそ汁 鶏肉と人参の中華スープ 根菜と油揚げのみそ汁 キャベツの野菜スープ ほうれん草のすまし汁 かぼちゃと油揚げのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁 チンゲン菜の中華スープ キャベツとコーンのスープ

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 もち米 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 栄養強化米 焼き豚 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米
えんどう しいたけだし たまねぎ 焼きのり ぶたロース 牛もも さわら 鶏もも りょくとうもやし 若鶏もも 鶏もも ぶたもも メルルーサ
食塩 ベーコン にんじん ナチュラルチーズ たまねぎ 調合油 甘みそ 清酒 乾わかめ 濃口しょうゆ かぶ 清酒 食塩
清酒 ゆでたけのこ トマトケチャップ 鶏卵 濃口しょうゆ 清酒 みりん風調味料 濃口しょうゆ 青ねぎ 薄口しょうゆ めんつゆ 片栗粉 こしょう
まこんぶ 乾しいたけ ブイヨン ほうれんそう みりん風調味料 じゃがいも 清酒 しょうが 中華だし みりん風調味料 砂糖 調合油 パン粉
にんじん にんじん 濃口しょうゆ ツナフレーク 砂糖 たまねぎ さやいんげん 片栗粉 ごま油 砂糖 水 にんじん バジル
キャベツ 紹興酒 ウスターソース たまねぎ しょうが にんじん 若鶏ささ身 調合油 薄口しょうゆ 焼きのり こまつな たまねぎ 調合油
トウミョウ 濃口しょうゆ 砂糖 食塩 にんにく ハヤシルウ にんじん りょくとうもやし こしょう 焼き竹輪 エリンギ 生しいたけ トマトケチャップ
ぶたロース 砂糖 食塩 こしょう じゃがいも スナップえんどう かつお節 ほうれんそう 精白米 薄力粉 ベーコン 青ピーマン ウスターソース
食塩 オイスターソース こしょう トマトケチャップ プレスハム かにかまぼこ 濃口しょうゆ プレスハム 栄養強化米 あおさ 有塩マーガリン 砂糖 マカロニ・スパゲティ
こしょう ごま油 パセリ ウスターソース そらまめ ナチュラルチーズ はくさい いりごま プレスハム 水 ブイヨン トマトケチャップ ベーコン
さといも ぶたひき肉 きゅうり コーン きゅうり きゅうり 砂糖 たまねぎ 調合油 食塩 濃口しょうゆ にんじん
かつお・昆布だし たまねぎ キャベツ にんじん マヨネーズ 黄ピーマン にんじん 濃口しょうゆ ミックスベジタブル キャベツ こしょう 穀物酢 たまねぎ
砂糖 パン粉 コーン 焼き竹輪 食塩 しらす干し しょうが ごま油 調合油 きゅうり にんじん 中華だし 青ピーマン
薄口しょうゆ 食塩 たまねぎ スナップえんどう こしょう かつお節 浅漬けの素 パインアップル 中華だし にんじん パセリ アスパラガス 調合油
みりん風調味料 こしょう ブイヨン 食塩 ぎょうざの皮 穀物酢 ほうれんそう くりかぼちゃ 薄口しょうゆ かつお節 和風ドレッシングタイプ にんじん トマトケチャップ
清酒 調合油 薄口しょうゆ マヨネーズ 青ピーマン 砂糖 たまねぎ たまねぎ 食塩 濃口しょうゆ 絹ごし豆腐 じゃがいも 食塩
乾わかめ 穀物酢 食塩 だいこん コーン 薄口しょうゆ えのきたけ 油揚げ こしょう かつお・昆布だし 乾わかめ ベーコン こしょう
ツナフレーク 濃口しょうゆ こしょう にんじん たまねぎ ミニトマト かつお・昆布だし かつお・昆布だし こまつな たまねぎ 食塩 ほうれんそう
りょくとうもやし 砂糖 ごぼう ウインナーソーセージ ぶどうゼリーの素 薄口しょうゆ 淡色辛みそ たまねぎ 青ねぎ こしょう ベーコン
ぽん酢しょうゆ 水 油揚げ オクラ 水 みりん風調味料 えのきたけ 淡色辛みそ ブイヨン ぶなしめじ
ごま油 片栗粉 青ねぎ トマトケチャップ 食塩 かつお・昆布だし かつお・昆布だし 調合油 食塩
絹ごし豆腐 はるさめ かつお・昆布だし ナチュラルチーズ 薄口しょうゆ パインアップル缶詰 ブイヨン
たまねぎ きゅうり 淡色辛みそ キャベツ みりん風調味料 チンゲンサイ キャベツ
青ねぎ にんじん たまねぎ 食塩 絹ごし豆腐 コーン
かつお・昆布だし プレスハム にんじん たけのこ水煮 たまねぎ
淡色辛みそ いりごま ウインナーソーセージ 乾しいたけ ブイヨン

穀物酢 ブイヨン 中華だし 薄口しょうゆ
濃口しょうゆ 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ 食塩
砂糖 食塩 食塩 こしょう
ごま油 こしょう こしょう
みかん缶詰

牛乳 牛乳 ヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ヨーグルト 牛乳 牛乳 フルーツヨーグルト 牛乳
柏餅 りんご ポンデケージョ きなこクッキー レーズン蒸しパン フレンチトースト オレンジ にんじんケーキ さつま芋スティック キウイフルーツ

普通牛乳 普通牛乳 ヨーグルト 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 普通牛乳 普通牛乳 プレーンヨーグルト 普通牛乳
上新粉 りんご 白玉粉 薄力粉 ホットケーキミックス 食パン オレンジ ホットケーキミックス さつまいも フルーツミックス缶 キウイフルーツ
砂糖 パルメザンチーズ きな粉 鶏卵 鶏卵 鶏卵 有塩マーガリン 砂糖
こしあん 普通牛乳 三温糖 有塩マーガリン 砂糖 有塩マーガリン 砂糖

鶏卵 食塩 普通牛乳 普通牛乳 にんじん
普通牛乳 砂糖 砂糖
調合油 レーズン

ウインナーピラフ 鮭おにぎり ごはん ごはん ごはん パン 焼きうどん ごはん ごはん
コンソメスープ ハンバーグ 鯖の煮付け レバニラ ポークチャップ ビーフシチュー わかめとコーンのスープ 豚肉の生姜焼き 鮭の南蛮漬け

ブロッコリーサラダ かぼちゃの煮物 きゅうりのごま酢和え こふきいも マカロニサラダ 小松菜の煮浸し もやしソテー
誕生日ケーキ 切り干し大根と青菜のごま和え もも ブロッコリーのフレンチサラダ みかん ひじきの酢の物 ほうれん草の納豆和え

白菜の野菜スープ キャベツと油揚げのみそ汁 白菜とたまごのスープ レタススープ じゃがいもとねぎのみそ汁 豆腐ときのこのみそ汁
精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 強力粉 ゆでうどん 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 薄力粉 ぶたばら 栄養強化米 栄養強化米
ウインナーソーセージ 鮭フレーク さば 鶏肝臓 ぶたロース 砂糖 キャベツ ぶたロース さけ
たまねぎ いりごま しょうが にんにく 食塩 食塩 りょくとうもやし しょうが 清酒
ミックスベジタブル ぶたひき肉 清酒 おろししょうが 薄力粉 有塩マーガリン 青ピーマン たまねぎ 食塩
ブイヨン 牛ひき肉 濃口しょうゆ 清酒 たまねぎ 脱脂粉乳 調合油 濃口しょうゆ こしょう
有塩マーガリン たまねぎ 砂糖 濃口しょうゆ トマトケチャップ ドライイースト 焼きそばソース みりん風調味料 片栗粉
薄口しょうゆ 木綿豆腐 みりん風調味料 片栗粉 ウスターソース 牛もも 食塩 砂糖 調合油
食塩 普通牛乳 くりかぼちゃ ごま油 濃口しょうゆ 清酒 こしょう 清酒 たまねぎ
こしょう 生パン粉 かつお・昆布だし にら 清酒 じゃがいも たまねぎ キャベツ にんじん
じゃがいも 食塩 濃口しょうゆ りょくとうもやし 水 たまねぎ コーン こまつな 穀物酢
コーン こしょう 砂糖 キャベツ じゃがいも にんじん 乾わかめ 油揚げ 砂糖
ぶなしめじ トマトケチャップ 切干しだいこん 赤ピーマン 食塩 ぶなしめじ 中華だし かつお・昆布だし 濃口しょうゆ
たまねぎ ウスターソース かつお節 オイスターソース こしょう グリンピース 薄口しょうゆ 濃口しょうゆ りょくとうもやし
ブイヨン きゅうり チンゲンサイ 砂糖 パセリ ビーフシチュールウ 食塩 砂糖 赤ピーマン
薄口しょうゆ にんじん にんじん みりん風調味料 ブロッコリー マカロニ・スパゲティ こしょう みりん風調味料 黄ピーマン
食塩 ブロッコリー 砂糖 薄口しょうゆ キャベツ きゅうり 乾ひじき 食塩
こしょう ミニトマト 濃口しょうゆ 中華だし コーン キャベツ にんじん こしょう

マヨネーズ いりごま きゅうり プレスハム プレスハム ツナフレーク ブイヨン
誕生日ケーキ キャベツ 薄口しょうゆ 穀物酢 マヨネーズ コーン ほうれんそう
はくさい 油揚げ 穀物酢 食塩 食塩 穀物酢 納豆
にんじん たまねぎ 砂糖 こしょう こしょう 砂糖 たくあん漬
たまねぎ 青ねぎ ごま油 オリーブ油 みかん缶詰 食塩 いりごま
ブイヨン かつお・昆布だし いりごま レタス 薄口しょうゆ だししょうゆ
薄口しょうゆ 淡色辛みそ 黄桃缶 にんじん じゃがいも 絹ごし豆腐
食塩 はくさい たまねぎ 長ねぎ えのきたけ
こしょう にんじん ブイヨン えのきたけ 油揚げ

たまねぎ 薄口しょうゆ たまねぎ たまねぎ
鶏卵 食塩 かつお・昆布だし 青ねぎ
ブイヨン こしょう 淡色辛みそ 淡色辛みそ
薄口しょうゆ かつお・昆布だし
食塩
こしょう

ミルージュ 牛乳 牛乳 牛乳 ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト 牛乳 牛乳
くだもの わらび餅 豆腐ドーナツ ウインナーパイ バナナ チヂミ オレンジゼリー

ミルージュ 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ヨーグルト 普通牛乳 ヨーグルト 普通牛乳 普通牛乳
りんご 片栗粉 ホットケーキミックス パイ皮 バナナ 薄力粉 寒天

砂糖 木綿豆腐 ウインナーソーセージ ぶたひき肉 オレンジジュース
水 鶏卵 パルメザンチーズ にんじん 砂糖
黒砂糖 砂糖 にら みかん缶詰
砂糖 たまねぎ 水
水 ごま油
きな粉 濃口しょうゆ
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31(火)

09(月) 10(火)
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★食材の都合により、献立が変更になる場合がございます。
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18(水) 19(木) 20(金)

2022年  05月  献立表 みつばこども園

02(月) 06(金) 07(土)

みつばっこ献立だより

みつば園で人気のおやつ

豆腐ドーナツ

材料（2～3人分）

ホットケーキミックス 150g
木綿豆腐 100ｇ
鶏卵 1個
砂糖 10ｇ
揚げ油 適量

作り方

①材料を混ぜる
②180℃に熱した油できつね色になるまで
揚げる。スプーン2本で形を整えながら
油に入れます。
★お好みで砂糖や黄粉をまぶしてもＧＯＯＤ！

ホットケーキミックスで簡単なおやつです

お子様といっしょに作ってみてください。

5月のお楽しみ給食

こどもの日week
5月2日（月）～5月11日（水）はこどもの日の行事食など
わくわく楽しい献立になっています。
実際の献立や給食の様子はみつば園のInstagramで
お知らせします。 ぜひご覧ください☆★☆

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
(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)

411 16.9 12.8 154 2.6 266 0.48 0.31 23 3.4 1.9

今月の栄養給与量　★以上児★

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
(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)

351 14.5 11.1 144 2.3 222 0.40 0.28 19 2.9 1.6

今月の栄養給与量　★未満児★

※18（水）は親子遠足のため、給食の提供はありません

このマークがある日は

こどもの日ｗｅｅｋの
お楽しみ給食です


