
炊き込みご飯 ごはん サラダうどん ふりかけごはん ごはん ごはん 他人丼 栗とさつまいものごはん きのこスパゲティー ごはん チャーハン ごはん ごはん ポークカレー
高野豆腐の煮物 フライドチキン 鮭おにぎり 五目卵焼き ポークチャップ レバニラ こんにゃくの甘辛煮 さわらの塩焼き たっぷり野菜のオニオンスープ 鶏のみそマヨネーズ焼き チンジャオロース 白身魚の香草パン粉焼き 筑前煮 チーズオムレツ

みかん フライドポテト 牛肉のしぐれ煮 こふきいも 海藻サラダ 白菜と人参のごま和え ごぼう天 ひじきと大豆の煮物 もやしときゅうりの中華風サラダ 小松菜のソテー ちくわの磯辺揚げ みかん入りサラダ
豚汁 ブロッコリーのフレンチサラダ いんげんのごま和え 和風サラダ みかん 根菜と油揚げのみそ汁 ほうれん草の菊花和え ブロッコリーサラダ もも かぼちゃサラダ ほうれん草のおかか和え トマト

クラムチャウダー 白菜ときのこのみそ汁 ほうれん草のコンソメスープ 春雨スープ 豆腐とえのきのすまし汁 人参とえのきのすまし汁 中華風卵スープ キャベツの野菜スープ 豆腐とわかめのみそ汁
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 マカロニ・スパゲティ 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米
ツナフレーク 栄養強化米 レタス ふりかけ 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 ぶなしめじ 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
乾ひじき 鶏もも ツナフレーク 栄養強化米 ぶたロース 鶏肝臓 ぶたもも くり甘露煮 えのきたけ 鶏もも プレスハム メルルーサ 味付けのり ぶたもも
にんじん 普通牛乳 コーン 鶏卵 食塩 にんにく 清酒 さつまいも エリンギ 食塩 たまねぎ 食塩 鶏もも 調合油
めんつゆ 鶏卵 きゅうり にんじん 薄力粉 おろししょうが 鶏卵 清酒 ベーコン こしょう ミックスベジタブル こしょう 調合油 清酒
凍り豆腐 おろしにんにく めんつゆ たまねぎ たまねぎ 清酒 たまねぎ 食塩 たまねぎ マヨネーズ 調合油 パン粉 清酒 じゃがいも
乾しいたけ 薄力粉 精白米 乾しいたけ トマトケチャップ 濃口しょうゆ グリンピース さわら 青ねぎ 淡色辛みそ 中華だし バジル さといも たまねぎ
にんじん オールスパイス 栄養強化米 鶏ひき肉 ウスターソース 片栗粉 かつお・昆布だし 食塩 調合油 乾ひじき 薄口しょうゆ 調合油 ごぼう にんじん
グリンピース ブイヨン 鮭フレーク 青ねぎ 濃口しょうゆ ごま油 濃口しょうゆ ごぼう めんつゆ 大豆水煮缶詰 食塩 トマトケチャップ にんじん カレールウ
かつお・昆布だし 食塩 いりごま 薄口しょうゆ 清酒 にら 砂糖 天ぷら粉 たまねぎ にんじん こしょう ウスターソース れんこん 福神漬
砂糖 じゃがいも みりん風調味料 水 りょくとうもやし みりん風調味料 水 にんじん 油揚げ 牛もも こまつな こんにゃく 鶏卵
みりん風調味料 片栗粉 砂糖 じゃがいも キャベツ 板こんにゃく 調合油 コーン かつお・昆布だし 清酒 ぶなしめじ 乾しいたけ ダイスカットチーズ
薄口しょうゆ 調合油 食塩 食塩 赤ピーマン ごま油 ほうれんそう ぶなしめじ 濃口しょうゆ 濃口しょうゆ 食塩 さやいんげん ほうれんそう
食塩 食塩 かつお・昆布だし こしょう オイスターソース 濃口しょうゆ 食用きく 水 砂糖 片栗粉 ブイヨン かつお・昆布だし ツナフレーク
みかん缶詰 ブロッコリー しいたけだし パセリ 砂糖 砂糖 かつお節 ブイヨン みりん風調味料 調合油 くりかぼちゃ しいたけだし たまねぎ
ぶたばら キャベツ 牛もも きゅうり みりん風調味料 はくさい 濃口しょうゆ 薄口しょうゆ コーン たけのこ水煮缶詰 きゅうり 砂糖 食塩
だいこん コーン 調合油 黄ピーマン 薄口しょうゆ にんじん かつお・昆布だし 食塩 ブロッコリー 赤ピーマン プレスハム 濃口しょうゆ こしょう
にんじん プレスハム 清酒 しらす干し 海藻ミックス 濃口しょうゆ 絹ごし豆腐 こしょう キャベツ 青ピーマン マヨネーズ みりん風調味料 トマトケチャップ
ごぼう 穀物酢 たまねぎ かつお節 だいこん 砂糖 えのきたけ プレスハム 生しいたけ 食塩 焼き竹輪 ウスターソース
こんにゃく 食塩 しらたき 穀物酢 かにかまぼこ いりごま 青ねぎ 穀物酢 清酒 こしょう 薄力粉 キャベツ
青ねぎ こしょう ごぼう 砂糖 いりごま だいこん たまねぎ 砂糖 濃口しょうゆ キャベツ あおさ きゅうり
淡色辛みそ オリーブ油 かつお・昆布だし 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ にんじん かつお・昆布だし 薄口しょうゆ みりん風調味料 たまねぎ 水 みかん缶詰
かつお・昆布だし ミニトマト 砂糖 ほうれんそう 穀物酢 ごぼう 薄口しょうゆ 調合油 りょくとうもやし にんじん 調合油 マヨネーズ

あさり水煮缶詰 濃口しょうゆ にんじん 砂糖 油揚げ みりん風調味料 にんじん きゅうり コーン ほうれんそう 食塩
ベーコン みりん風調味料 黄ピーマン ごま油 青ねぎ 食塩 たまねぎ にんじん ブイヨン はくさい こしょう
たまねぎ さやいんげん ウインナーソーセージ みかん缶詰 かつお・昆布だし えのきたけ プレスハム 薄口しょうゆ にんじん トマト
じゃがいも にんじん ブイヨン はるさめ 淡色辛みそ 青ねぎ ごま油 食塩 かつお節
にんじん 砂糖 薄口しょうゆ たまねぎ かつお・昆布だし 穀物酢 こしょう 濃口しょうゆ
有塩マーガリン 濃口しょうゆ 食塩 にんじん 薄口しょうゆ 砂糖 絹ごし豆腐
クリームシチュールウ いりごま こしょう 青ねぎ みりん風調味料 薄口しょうゆ 乾わかめ
水 はくさい 中華だし 食塩 黄桃缶 たまねぎ
普通牛乳 えのきたけ 薄口しょうゆ 鶏卵 青ねぎ

たまねぎ 食塩 たまねぎ かつお・昆布だし
牛乳 牛乳 ヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ミルージュ 牛乳 フルーツヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳

ホットケーキ バナナ スティックラスク いちごババロア ポンデケージョ オレンジ みたらし団子 オレンジ 豆腐ドーナツ ぶどうゼリー サンドイッチ 梨
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 ミルージュ 普通牛乳 プレーンヨーグルト 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳
ホットケーキミックス バナナ 食パン ババロアの素(いちご) 白玉粉 オレンジ 白玉粉 オレンジ ホットケーキミックス フルーツミックス缶 ぶどうジュース 食パン なし
鶏卵 有塩マーガリン 普通牛乳 パルメザンチーズ 木綿豆腐 木綿豆腐 砂糖 砂糖 プレスハム
普通牛乳 砂糖 普通牛乳 砂糖 鶏卵 寒天 ダイスカットチーズ
有塩マーガリン 鶏卵 濃口しょうゆ 砂糖 マヨネーズ
いちごジャム 片栗粉

水
みりん風調味料

冷やしそうめん きのこごはん ガパオライス ごはん ちゃんぽんめん ごはん ごはん ごはん ピザ ごはん
梅おにぎり 鯖の塩焼き タイ風春雨サラダ 鶏肉の照り焼き こんぶおにぎり チーズハンバーグ 鮭のムニエル 豚肉の生姜焼き ディアボラ風チキンソテー 肉じゃが

ごぼうと人参のきんぴら ゲーンチュートタオフー こまつなの納豆和え スティックサラダ ジャガイモのソテー 人参しりしり グリーンサラダ パプリカとしめじのソテー
ほうれん草とわかめのポン酢和え パイナップル 里芋の煮物 人参と玉ねぎのコンソメスープ ブロッコリーとエビのサラダ 小松菜のなめたけ和え ミネストローネ いんげんとささみのおかか和え

なすのみそ汁 キャベツと油揚げのみそ汁 お誕生日ケーキ キャベツとコーンのスープ かぼちゃと油揚げのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁
そうめん 精白米 精白米 精白米 中華めん 精白米 精白米 精白米 強力粉 精白米
プレスハム 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 ぶたばら 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 薄力粉 栄養強化米
鶏卵 ぶなしめじ 鶏ひき肉 若鶏もも さつま揚げ ぶたひき肉 べにざけ ぶたロース 砂糖 牛もも
きゅうり えのきたけ たまねぎ 濃口しょうゆ にんじん 牛ひき肉 食塩 しょうが 食塩 清酒
オクラ 油揚げ 青ピーマン 薄口しょうゆ たまねぎ たまねぎ こしょう たまねぎ 有塩マーガリン じゃがいも
かにかまぼこ 薄口しょうゆ 赤ピーマン みりん風調味料 はくさい 木綿豆腐 薄力粉 濃口しょうゆ 脱脂粉乳 たまねぎ
めんつゆ みりん風調味料 黄ピーマン 砂糖 りょくとうもやし 普通牛乳 有塩マーガリン みりん風調味料 ドライイースト にんじん
精白米 清酒 オイスターソース こまつな 青ねぎ ダイスカットチーズ パセリ 砂糖 ナチュラルチーズ(ピザ用) しらたき
栄養強化米 食塩 砂糖 納豆 中華だし 生パン粉 じゃがいも 清酒 青ピーマン かつお・昆布だし
梅干し調味漬 さば 濃口しょうゆ たくあん漬 薄口しょうゆ 食塩 ベーコン キャベツ ウインナーソーセージ 砂糖

食塩 中華だし いりごま 食塩 こしょう 有塩マーガリン にんじん コーン 濃口しょうゆ
ごぼう 調合油 だししょうゆ こしょう トマトケチャップ ブロッコリー ツナフレーク 若鶏もも みりん風調味料
にんじん 鶏卵 さといも ごま油 マカロニ・スパゲティ むきえび めんつゆ 食塩 清酒
焼き竹輪 むきえび かつお・昆布だし 片栗粉 ベーコン 鶏卵 食塩 こしょう 黄ピーマン
濃口しょうゆ はるさめ 砂糖 精白米 たまねぎ ミニトマト こまつな オリーブ油 赤ピーマン
砂糖 赤たまねぎ 薄口しょうゆ 栄養強化米 青ピーマン オリーブ油 えのきたけ味付け瓶詰 たまねぎ ぶなしめじ
みりん風調味料 きゅうり みりん風調味料 塩昆布 調合油 マヨネーズ くりかぼちゃ にんにく ベーコン
ごま油 オイスターソース 清酒 トマトケチャップ パルメザンチーズ たまねぎ パセリ ブイヨン
いりごま 薄口しょうゆ キャベツ 食塩 ポッカレモン 油揚げ オリーブ油 食塩
ほうれんそう ポッカレモン 油揚げ こしょう キャベツ かつお・昆布だし 濃口しょうゆ 黒こしょう
カットわかめ 砂糖 たまねぎ きゅうり コーン 淡色辛みそ 清酒 オリーブ油
にんじん いりごま 青ねぎ にんじん たまねぎ みりん風調味料 さやいんげん
はくさい はくさい かつお・昆布だし マヨネーズ ブイヨン 水 若鶏ささ身
ぽん酢しょうゆ 絹ごし豆腐 淡色辛みそ にんじん 薄口しょうゆ きゅうり にんじん
なす 中華だし たまねぎ 食塩 サニーレタス かつお節
たまねぎ 薄口しょうゆ 黄ピーマン こしょう みずな 濃口しょうゆ
青ねぎ ぶたひき肉 ブイヨン 和風ドレッシングタイプ 絹ごし豆腐
油揚げ こねぎ 薄口しょうゆ キャベツ 乾わかめ
かつお・昆布だし 水 食塩 たまねぎ たまねぎ
淡色辛みそ にんにく こしょう にんじん 青ねぎ

調合油 お誕生日ケーキ ベーコン かつお・昆布だし
パインアップル缶詰 ホールトマト 淡色辛みそ

ブイヨン
ミルージュ 牛乳 牛乳 牛乳 ヨーグルト 牛乳 牛乳 ヨーグルト（いちご） プリン 牛乳

バナナ きなこクッキー カルピスゼリー おはぎ さつまいもパイ チーズ蒸しパン りんご
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 普通牛乳 ヨーグルト　いちご味 プリンの素 普通牛乳
バナナ 薄力粉 カルピス 精白米 パイ皮 ホットケーキミックス 普通牛乳 りんご

きな粉 水 もち米 さつまいも ダイスカットチーズ
三温糖 粉寒天 つぶしあん グラニュー糖 鶏卵
食塩 みかん缶詰 きな粉 鶏卵 有塩マーガリン
普通牛乳 砂糖 普通牛乳
調合油 食塩 砂糖

13(火) 14(水) 15(木) 16(金)

2022年  09月  献立表 みつばこども園

01(木) 02(金) 03(土) 05(月)

20(火) 21(水) 22(木) 24(土)

10(土) 12(月)06(火) 07(水) 08(木) 09(金)

28(水) 29(木) 30(金)

献立名

★食材の都合により、献立が変更になる
場合がございます。

食品名

おやつ

食品名

17(土)

献立名

食品名

おやつ

食品名

26(月) 27(火)

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Ｂ
1

(mg)

ビタミンＢ
2

(mg)

ビタミンＣ
(mg)

食物繊維
(g)

食塩相当量
(g)

487 19.4 16.0 209 2.9 264 0.51 0.37 25 4.2 2.2

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Ｂ
1

(mg)

ビタミンＢ
2

(mg)

ビタミンＣ
(mg)

食物繊維
(g)

食塩相当量
(g)

393 15.6 12.9 173 2.4 211 0.41 0.30 20 3.4 1.8

今月の栄養給与量★未満児★

9月は給食のテーマは

”世界を旅する”

夏休みはどこかへおでかけしましたか？

みつばの9月の給食のテーマは”世界を旅する”です。

世界の料理を食べて旅行気分を味わおう！

どこの国かはお楽しみ！

日本の食文化も大切に・・・

2022年の中秋の名月は9月10日(土)です

みつばでは9月9日(金)がお月見のお楽しみ給食です

ご家庭でも夜空を見上げてみましょう♪

9月1日(木)は防災の日です

長期保存のできる食材を使用した献立です

ご家庭でも防災グッズや備蓄食材の

チェックをしてみましょう！

詳しい給食の様子はおうちえん・インスタをみてね！


