
みつばこども園

かつ丼 ハヤシライス 干しえびの炊き込みご飯 ごはん 豆ごはん ごはん ベーコンピラフ ごはん ごはん ごはん 親子丼 ふりかけごはん 焼きそば チキンカレー
白菜ときのこのみそ汁 ブロッコリーのサラダ 鶏肉のごまみそ焼き チンジャオロース さわらの塩焼き 白身魚のムニエル コーンポタージュ かじきのBBQソース 豚肉の生姜焼き 鶏肉の唐揚げ 小松菜のおひたし 五目卵焼き 中華コーンスープ ゆで卵

ミニトマト ほうれん草の磯和え じゃがチーズ春巻き 人参しりしり こふきいもとにんじんのグラッセ ほうれん草ときのこのソテー かぼちゃの煮物 もやしの中華サラダ かまぼこ 人参とごぼうのきんぴら 春野菜のソテー
みかん ひじきと大豆の煮物 きゅうりの酢の物 たくあん コールスローサラダ マカロニサラダ 千切りキャベツ パイナップル缶 たくあん ブロッコリーのマヨネーズ和え 福神漬け

はんぺんのすまし汁 白菜の野菜スープ お麩とわかめのすまし汁 レタススープ 人参と玉ねぎのコンソメスープ 豆腐と玉ねぎのみそ汁 中華スープ キャベツと油揚げのみそ汁 厚揚げとねぎのみそ汁
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 精白米 精白米 中華めん 精白米
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 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 ふりかけ ぶたばら 栄養強化米
ぶたロース 牛もも にんじん 牛もも えんどう まがれい ベーコン めかじき ぶたロース 若鶏もも 鶏もも 栄養強化米 キャベツ 鶏もも
薄力粉 調合油 めんつゆ 清酒 食塩 食塩 たまねぎ りんご しょうが からあげ粉 鶏卵 鶏卵 りょくとうもやし 調合油
鶏卵 たまねぎ 糸みつば 濃口しょうゆ 清酒 こしょう ミックスベジタブル たまねぎ たまねぎ 調合油 たまねぎ にんじん 青ピーマン 清酒
パン粉 にんじん いりごま 片栗粉 まこんぶ 薄力粉 ブイヨン にんにく 濃口しょうゆ りょくとうもやし 糸みつば たまねぎ 調合油 じゃがいも
調合油 ぶなしめじ 若鶏もも 調合油 さわら 有塩マーガリン 有塩マーガリン 清酒 みりん風調味料 ほうれんそう かつお・昆布だし(荒節) 乾しいたけ 焼きそばソース たまねぎ
鶏卵 グリンピース 清酒 たけのこ水煮缶詰 食塩 パセリ 薄口しょうゆ 食塩 砂糖 プレスハム 薄口しょうゆ 鶏ひき肉 食塩 にんじん
たまねぎ ハヤシルウ 淡色辛みそ 赤ピーマン にんじん タルタルソース 食塩 こしょう 清酒 いりごま 砂糖 青ねぎ こしょう カレールウ
かつお・昆布だし(荒節) トマトケチャップ いりごま 青ピーマン かつお油漬 じゃがいも こしょう ポッカレモン くりかぼちゃ 砂糖 みりん風調味料 薄口しょうゆ 絹ごし豆腐 鶏卵
薄口しょうゆ ブロッコリー 砂糖 生しいたけ めんつゆ 食塩 コーンスープ(粉末) ウスターソース かつお・昆布だし(荒節) 濃口しょうゆ こまつな みりん風調味料 ほうれんそう 食塩
砂糖 鶏卵 みりん風調味料 清酒 食塩 こしょう 水 砂糖 濃口しょうゆ ごま油 にんじん 砂糖 コーン キャベツ
みりん風調味料 ダイスカットチーズ ほうれんそう 濃口しょうゆ こしょう パセリ 普通牛乳 トマトケチャップ 砂糖 パインアップル缶詰 かつお節 食塩 たまねぎ にんじん
はくさい オリーブ油 はくさい みりん風調味料 たくあん漬 にんじん ほうれんそう キャベツ たまねぎ 濃口しょうゆ かつお・昆布だし(荒節) 中華だし アスパラガス
えのきたけ マヨネーズ 焼き竹輪 じゃがいも たまねぎ 砂糖 エリンギ 絹ごし豆腐 乾わかめ かつお・昆布だし(荒節) しいたけだし 薄口しょうゆ ブイヨン
たまねぎ ポッカレモン 焼きのり ナチュラルチーズ 釜焼きふ 有塩マーガリン ベーコン たまねぎ 青ねぎ 蒸しかまぼこ ごぼう 食塩 食塩
かつお・昆布だし(荒節) ミニトマト 濃口しょうゆ ベーコン 乾わかめ キャベツ 有塩マーガリン 青ねぎ 中華だし たくあん漬 にんじん こしょう こしょう
淡色辛みそ みかん かつお・昆布だし(荒節) 春巻きの皮 かつお・昆布だし(荒節) コーン ブイヨン かつお・昆布だし(荒節) 薄口しょうゆ キャベツ 濃口しょうゆ 有塩マーガリン

乾ひじき 調合油 薄口しょうゆ コールスロードレッシング 食塩 淡色辛みそ 食塩 油揚げ 砂糖 福神漬
大豆水煮缶詰 きゅうり みりん風調味料 食塩 こしょう こしょう たまねぎ みりん風調味料
にんじん かにかまぼこ 食塩 レタス マカロニ・スパゲティ 青ねぎ ごま油
油揚げ 乾わかめ じゃがいも キャベツ かつお・昆布だし(荒節) いりごま
かつお・昆布だし(荒節) 穀物酢 にんじん きゅうり 淡色辛みそ ブロッコリー
濃口しょうゆ 砂糖 たまねぎ コーン ツナフレーク
砂糖 食塩 ブイヨン プレスハム マヨネーズ
みりん風調味料 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ マヨネーズ 食塩
はんぺん はくさい 食塩 食塩 生揚げ
かいわれ にんじん こしょう こしょう たまねぎ
えのきたけ たまねぎ にんじん 青ねぎ
たまねぎ ブイヨン たまねぎ 乾わかめ
かつお・昆布だし(荒節) 薄口しょうゆ 黄ピーマン かつお・昆布だし(荒節)
薄口しょうゆ 食塩 ブイヨン 淡色辛みそ
みりん風調味料 こしょう 薄口しょうゆ

ミルージュ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ミルージュ 牛乳 牛乳 牛乳 フルーツヨーグルト 牛乳 ミルージュ 牛乳
くだもの チョコレートババロア ホットケーキ シュガーパイ フライドポテト 清見オレンジ くだもの 桜もち ピザトースト プリン バナナ くだもの さつまいも蒸しパン

ミルージュ 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 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 プレーンヨーグルト 普通牛乳 ミルージュ 普通牛乳
りんご ババロアの素（チョコ） ホットケーキミックス パイ皮 じゃがいも 清見オレンジ りんご 白玉粉 食パン プリンの素 フルーツミックス缶 バナナ りんご ホットケーキミックス

普通牛乳 鶏卵 砂糖 調合油 薄力粉 ベーコン 普通牛乳 砂糖 鶏卵
生クリーム 普通牛乳 鶏卵 食塩 砂糖 青ピーマン 有塩マーガリン

有塩マーガリン 水 たまねぎ 砂糖
バナナ 調合油 トマトケチャップ 普通牛乳
生クリーム こしあん 食塩 さつまいも

こしょう
ナチュラルチーズ

ごはん ごはん ごはん パン レタスチャーハン ピラフ ごはん ごはん ふりかけごはん かやくうどん
肉団子の甘酢あん炒め コロッケ チーズピカタ クリームシチュー 春雨スープ チーズハンバーグ 鯖の竜田揚げ 肉じゃが 鶏肉の照り焼き おいなり

たまごやき スティックサラダ 南瓜ソテー ブロッコリーサラダ スパゲティーサラダ いんげんとささみのおかか和え ほうれん草の納豆和え アスパラベーコン炒め
ブロッコリーのマヨ和え 小松菜とじゃこの煮びたし キャベツとハムのサラダ トマト キャベツの野菜スープ ちくわチーズ 白菜の浅漬け 春雨サラダ

もも 豆腐のかきたま汁 たっぷり野菜のオニオンスープ 誕生日ケーキ けんちん汁 豆腐となめこのみそ汁 わかめと玉ねぎのみそ汁
精白米 精白米 精白米 強力粉 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 ゆでうどん
栄養強化米 栄養強化米 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 ふりかけ 若鶏もも
ぶたひき肉 じゃがいも ぶたロース 砂糖 しらす干し 鶏もも さば 牛もも 栄養強化米 にんじん
たまねぎ ぶたひき肉 鶏卵 食塩 レタス たまねぎ 竜田揚げ粉 清酒 若鶏もも 生しいたけ
生パン粉 たまねぎ パルメザンチーズ 有塩マーガリン たまねぎ ミックスベジタブル 調合油 じゃがいも 濃口しょうゆ 油揚げ
食塩 調合油 食塩 脱脂粉乳 にんじん 中華だし さやいんげん たまねぎ 薄口しょうゆ 青ねぎ
こしょう 食塩 こしょう ドライイースト ブイヨン 薄口しょうゆ 若鶏ささ身 にんじん みりん風調味料 かつお・昆布だし(荒節)
調合油 こしょう 調合油 若鶏もも 食塩 食塩 にんじん しらたき 砂糖 薄口しょうゆ
穀物酢 薄力粉 薄力粉 調合油 こしょう こしょう かつお節 かつお・昆布だし(荒節) アスパラガス みりん風調味料
濃口しょうゆ 鶏卵 トマトケチャップ 清酒 ごま油 ぶたひき肉 濃口しょうゆ 砂糖 にんじん 食塩
砂糖 生パン粉 ウスターソース じゃがいも はるさめ 牛ひき肉 焼き竹輪 濃口しょうゆ じゃがいも 精白米
水 調合油 くりかぼちゃ たまねぎ たまねぎ たまねぎ ナチュラルチーズ みりん風調味料 ベーコン かつお・昆布だし(荒節)
片栗粉 きゅうり 食塩 にんじん にんじん 木綿豆腐 木綿豆腐 清酒 食塩 穀物酢
鶏卵 にんじん キャベツ ほうれんそう 青ねぎ 普通牛乳 だいこん ほうれんそう こしょう 砂糖
かつお・昆布だし(荒節) マヨネーズ きゅうり クリームシチュールウ 中華だし ダイスカットチーズ にんじん 納豆 ブイヨン 食塩
めんつゆ こまつな プレスハム 普通牛乳 薄口しょうゆ 生パン粉 ごぼう たくあん漬 調合油 生揚げ
ブロッコリー しらす干し マヨネーズ コーン 食塩 食塩 こんにゃく いりごま はるさめ かつお・昆布だし(荒節)
マヨネーズ かつお・昆布だし(荒節) 食塩 ブロッコリー こしょう こしょう 青ねぎ だししょうゆ きゅうり 砂糖
黄桃缶 薄口しょうゆ こしょう キャベツ トマトケチャップ たまねぎ はくさい プレスハム 濃口しょうゆ
鶏むね みりん風調味料 たまねぎ プレスハム マカロニ・スパゲティ かつお・昆布だし(荒節) にんじん 食塩 みりん風調味料
清酒 絹ごし豆腐 にんじん 穀物酢 きゅうり 薄口しょうゆ 浅漬けの素 砂糖 いりごま
片栗粉 鶏卵 コーン 砂糖 コーン 食塩 なめこ 穀物酢
にんじん 糸みつば ぶなしめじ 薄口しょうゆ マヨネーズ みりん風調味料 絹ごし豆腐 いりごま
りょくとうもやし たまねぎ ブイヨン 調合油 食塩 青ねぎ ごま油
にら かつお・昆布だし(荒節) 薄口しょうゆ トマト こしょう たまねぎ 薄口しょうゆ
中華だし 薄口しょうゆ 食塩 キャベツ かつお・昆布だし(荒節) たまねぎ
薄口しょうゆ みりん風調味料 こしょう たまねぎ 淡色辛みそ 乾わかめ
食塩 食塩 にんじん 青ねぎ
こしょう ウインナーソーセージ かつお・昆布だし(荒節)

ブイヨン 淡色辛みそ
薄口しょうゆ
食塩
こしょう

牛乳 牛乳 ヨーグルト 牛乳 ミルージュ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ミルージュ
フルーチェ クッキー 甘夏 くだもの スティックラスク ぶどうゼリー お好み焼き りんご くだもの

普通牛乳 普通牛乳 ヨーグルト 普通牛乳 ミルージュ 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ミルージュ
フルーチェ 薄力粉 甘夏 りんご 食パン 寒天 薄力粉 りんご りんご
普通牛乳 有塩マーガリン 有塩マーガリン ぶどうジュース 水

砂糖 砂糖 砂糖 鶏卵
鶏卵 キャベツ
ピュアココア ぶたばら

お好み焼きソース
マヨネーズ
のりパウダー
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23(土) 25(月) 26(火)

16(土)

2022年  04月  献立表 

02(土) 05(火) 06(水) 07(木) 08(金)04(月)

みつばっこ献立だより

ご入園・ご進級おめでとうございます
献立表をぜひご家庭でも参考になさってください

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)

477 17.7 15.4 192 2.3 166 0.49 0.31 21 4.1 2.0

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)

395 14.7 12.9 176 1.9 138 0.4 0.27 17 3.3 1.6

今月の栄養給与量　★未満児★

卵・牛乳を含む

アレルゲン食材には

黄色で印がついて

います。

毎月、給与栄養量を

掲載します。

不足分はご家庭で

補ってください。

給食の詳しい

情報はインスタや

ランチタイムスを

ご覧ください。
食材の都合により

献立が変更になる

場合があります。

献立が変更になる

場合はホームページ

でご案内します。

みつばこども園の
インスタはこちら

みつばこども園の
HPはこちら


