
ごはん おにぎり ごはん ナポリタン ごはん 親子丼 ごはん チキンカレー ごはん 塩焼きそば ごはん ごはん ごはん ごはん
豚肉の生姜焼き （防災食） さわらの西京焼き レタススープ 野菜の肉巻き ほうれん草の納豆和え 11ぴきのねこのコロッケ ゆで卵 鮭の塩焼き 海藻スープ ポークソテー 筑前煮 酢豚 タンドリーチキン
焼きはんぺん ごぼうとにんじんのかき揚げ 里芋の煮物 大根の煮物 千切りキャベツ 大豆サラダ 切り干し大根の煮物 人参のグラッセ ちくわの磯辺揚げ もやしの中華和え ほうれん草ときのこのソテー

きゅうりの酢の物 白菜とほうれん草のおひたし キャベツの昆布和え お麩とわかめのすまし汁 ひじきと大豆の煮物 みかん 白菜の浅漬け ツナとひじきのサラダ ほうれん草のおひたし パイナップル マカロニサラダ
根菜とこんにゃくのみそ汁 豆腐とえのきのすまし汁 厚揚げと小松菜のみそ汁 豆腐ときのこのみそ汁 さつまいもと玉ねぎのみそ汁 ぐりとぐらのさつまいもスープ 白菜と油揚げのみそ汁 にら玉スープ 人参と玉ねぎのコンソメスープ

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 中華めん 精白米 精白米 精白米 精白米
栄養強化米 鶏もも 栄養強化米 ベーコン 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 ぶたばら 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米
ぶたロース 乾ひじき さわら たまねぎ 刻み昆布 鶏もも じゃがいも 鶏もも 味付けのり キャベツ ぶたロース 鶏もも ぶたもも 鶏もも
しょうが にんじん 甘みそ 青ピーマン 生しいたけ 鶏卵 ぶたひき肉 調合油 べにざけ にんじん 食塩 調合油 清酒 食塩
たまねぎ めんつゆ みりん風調味料 調合油 濃口しょうゆ たまねぎ たまねぎ 清酒 食塩 たまねぎ こしょう 清酒 片栗粉 プレーンヨーグルト
濃口しょうゆ 清酒 トマトケチャップ 砂糖 糸みつば 調合油 じゃがいも 切干しだいこん 青ねぎ 調合油 さといも 調合油 トマトケチャップ
みりん風調味料 ごぼう 食塩 清酒 かつお・昆布だし 食塩 たまねぎ にんじん 調合油 薄力粉 ごぼう にんじん カレー粉
砂糖 にんじん こしょう かつお・昆布だし 薄口しょうゆ こしょう にんじん 油揚げ 中華だし たまねぎ にんじん たまねぎ おろしにんにく
清酒 たまねぎ レタス ぶたロース 砂糖 薄力粉 カレールウ かつお・昆布だし 水 清酒 れんこん 生しいたけ おろししょうが
キャベツ 天ぷら粉 じゃがいも にんじん みりん風調味料 鶏卵 鶏卵 砂糖 食塩 しょうが こんにゃく 青ピーマン ほうれんそう
はんぺん 水 にんじん さやいんげん ほうれんそう 生パン粉 食塩 薄口しょうゆ こしょう にんにく 乾しいたけ 砂糖 ぶなしめじ
有塩マーガリン 調合油 たまねぎ 焼き肉のたれ 納豆 調合油 大豆水煮缶詰 濃口しょうゆ 海藻ミックス 砂糖 さやいんげん トマトケチャップ ベーコン
きゅうり はくさい ブイヨン 食塩 たくあん漬 キャベツ コーン みりん風調味料 絹ごし豆腐 濃口しょうゆ かつお・昆布だし 濃口しょうゆ 有塩マーガリン
かにかまぼこ ほうれんそう 薄口しょうゆ こしょう いりごま にんじん きゅうり はくさい かにかまぼこ みりん風調味料 しいたけだし 穀物酢 ブイヨン
乾わかめ にんじん 食塩 さといも だししょうゆ ミニトマト ダイスカットチーズ にんじん 中華だし 水 砂糖 中華だし 食塩
穀物酢 しらす干し こしょう かつお・昆布だし だいこん 乾ひじき マヨネーズ 浅漬けの素 薄口しょうゆ にんじん 濃口しょうゆ りょくとうもやし こしょう
薄口しょうゆ 濃口しょうゆ 砂糖 生揚げ 大豆水煮缶詰 ごまドレッシング さつまいも 食塩 砂糖 みりん風調味料 きゅうり マカロニ・スパゲティ
砂糖 みりん風調味料 薄口しょうゆ かつお・昆布だし にんじん 食塩 たまねぎ こしょう 有塩マーガリン 焼き竹輪 にんじん ブロッコリー
食塩 かつお・昆布だし みりん風調味料 砂糖 油揚げ こしょう 青ねぎ キャベツ 薄力粉 砂糖 プレスハム
にんじん 絹ごし豆腐 清酒 薄口しょうゆ かつお・昆布だし みかん缶詰 かつお・昆布だし ツナフレーク あおさ 濃口しょうゆ マヨネーズ
たまねぎ えのきたけ キャベツ たまねぎ 濃口しょうゆ 淡色辛みそ 乾ひじき 水 みりん風調味料 食塩
こんにゃく 青ねぎ 塩昆布 釜焼きふ 砂糖 薄口しょうゆ 調合油 ごま油 こしょう
油揚げ たまねぎ 濃口しょうゆ 乾わかめ みりん風調味料 穀物酢 ほうれんそう いりごま にんじん
青ねぎ かつお・昆布だし 生揚げ かつお・昆布だし 絹ごし豆腐 砂糖 にんじん パインアップル缶詰 たまねぎ
かつお・昆布だし 薄口しょうゆ こまつな 薄口しょうゆ えのきたけ 調合油 かつお節 鶏卵 黄ピーマン
淡色辛みそ みりん風調味料 えのきたけ みりん風調味料 油揚げ さつまいも 濃口しょうゆ にら ブイヨン

食塩 たまねぎ 食塩 たまねぎ じゃがいも かつお・昆布だし 絹ごし豆腐 薄口しょうゆ
かつお・昆布だし 青ねぎ たまねぎ はくさい 乾わかめ 食塩
淡色辛みそ 淡色辛みそ 有塩バター 油揚げ たまねぎ こしょう

かつお・昆布だし ブイヨン 青ねぎ 中華だし
クリームシチュールウ たまねぎ 薄口しょうゆ
普通牛乳 かつお・昆布だし 食塩
食塩 淡色辛みそ こしょう

あんころもち 牛乳 ミルージュ 牛乳 フルーツヨーグルト カルピスゼリー 牛乳 牛乳 ミルージュ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
バナナ バナナ ホットケーキ バナナケーキ りんご りんご お好み焼き アップルパイ サンドイッチ ザクザククッキー

白玉粉 普通牛乳 ミルージュ 普通牛乳 プレーンヨーグルト カルピス 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 普通牛乳
木綿豆腐 バナナ バナナ ホットケーキミックス フルーツミックス缶 水 ホットケーキミックス りんご りんご 薄力粉 りんご 食パン ホットケーキミックス
砂糖 鶏卵 砂糖 粉寒天 バナナ 水 パイ皮 プレスハム コーンフレーク
こしあん 普通牛乳 フルーツミックス缶 鶏卵 鶏卵 砂糖 ダイスカットチーズ 有塩マーガリン

有塩マーガリン 普通牛乳 キャベツ ポッカレモン マヨネーズ 普通牛乳
いちごジャム 有塩マーガリン ぶたばら 砂糖

砂糖 お好み焼きソース
マヨネーズ
のりパウダー

ごはん ウインナーピラフ ツナピラフ ごはん おにぎり パンどろぼうの干しぶどうパン みそ煮込みうどん ハヤシライス ふりかけごはん ごはん
白身魚のムニエル ほうれん草のコンソメスープ ぐらぐらたんのグラタン 赤魚の煮付け 鶏肉の照り焼き ビーフシチュー こんぶおにぎり チーズオムレツ レバニラ ハンバーグ
ジャガイモのソテー 和風サラダ さつまいものてんぷら かぼちゃの煮物 ブロッコリーソテー ブロッコリーソテー 春雨サラダ 温野菜
ブロッコリーサラダ たっぷり野菜のオニオンスープ いんげんとささみのおかか和え ほうれん草のごま和え スパゲティーサラダ トマト もも 人参とごぼうのきんぴら

トマトスープ 誕生日ケーキ えのきと油揚げのみそ汁 けんちん汁 海藻スープ キャベツの野菜スープ
精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 強力粉 うどん 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 薄力粉 ぶたもも 栄養強化米 ふりかけ 栄養強化米
まがれい ウインナーソーセージ ツナフレーク アカウオ 味付けのり 砂糖 はくさい 牛もも 栄養強化米 ぶたひき肉
食塩 たまねぎ たまねぎ しょうが 若鶏もも 食塩 たまねぎ 調合油 鶏肝臓 牛ひき肉
こしょう ミックスベジタブル ミックスベジタブル 清酒 濃口しょうゆ 有塩マーガリン 青ねぎ 清酒 にんにく たまねぎ
薄力粉 ブイヨン ブイヨン 濃口しょうゆ 薄口しょうゆ 脱脂粉乳 かつお・昆布だし たまねぎ おろししょうが 木綿豆腐
有塩マーガリン 有塩マーガリン 有塩マーガリン 砂糖 みりん風調味料 ドライイースト 淡色辛みそ にんじん 清酒 普通牛乳
パセリ 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ みりん風調味料 砂糖 レーズン 濃口しょうゆ ぶなしめじ 濃口しょうゆ 生パン粉
タルタルソース 食塩 食塩 さつまいも くりかぼちゃ 牛もも みりん風調味料 グリンピース 片栗粉 食塩
じゃがいも こしょう こしょう 天ぷら粉 かつお・昆布だし 清酒 精白米 ハヤシルウ ごま油 こしょう
ベーコン ほうれんそう マカロニ・スパゲティ 調合油 濃口しょうゆ じゃがいも 栄養強化米 トマトケチャップ にら トマトケチャップ
有塩マーガリン にんじん むきえび 食塩 砂糖 たまねぎ 塩昆布 鶏卵 りょくとうもやし ウスターソース
コーン 黄ピーマン ぶなしめじ さやいんげん ほうれんそう にんじん ダイスカットチーズ キャベツ ブロッコリー
ブロッコリー ベーコン たまねぎ 若鶏ささ身 にんじん ぶなしめじ ほうれんそう 赤ピーマン じゃがいも
キャベツ ブイヨン 調合油 にんじん 濃口しょうゆ グリンピース ツナフレーク オイスターソース マヨネーズ
プレスハム 薄口しょうゆ 食塩 かつお節 砂糖 ビーフシチュールウ たまねぎ 砂糖 ごぼう
穀物酢 食塩 こしょう 濃口しょうゆ いりごま ブロッコリー 食塩 みりん風調味料 にんじん
砂糖 こしょう ホワイトソース えのきたけ 木綿豆腐 ベーコン こしょう 薄口しょうゆ 濃口しょうゆ
薄口しょうゆ 普通牛乳 油揚げ だいこん ブイヨン トマトケチャップ はるさめ 砂糖
調合油 ナチュラルチーズ(ピザ用) たまねぎ にんじん 食塩 ウスターソース きゅうり みりん風調味料
キャベツ きゅうり キャベツ ごぼう こしょう ブロッコリー にんじん ごま油
ベーコン 黄ピーマン にんじん こんにゃく マカロニ・スパゲティ ブイヨン プレスハム いりごま
たまねぎ しらす干し かつお・昆布だし 青ねぎ きゅうり 食塩 いりごま キャベツ
ホールトマト かつお節 淡色辛みそ たまねぎ コーン こしょう 穀物酢 たまねぎ
ブイヨン 穀物酢 かつお・昆布だし マヨネーズ トマト 濃口しょうゆ にんじん
薄口しょうゆ 砂糖 薄口しょうゆ 食塩 砂糖 ウインナーソーセージ
食塩 薄口しょうゆ 食塩 こしょう ごま油 ブイヨン
こしょう たまねぎ みりん風調味料 黄桃缶 薄口しょうゆ

にんじん 海藻ミックス 食塩
コーン 絹ごし豆腐 こしょう
ぶなしめじ かにかまぼこ
ブイヨン 中華だし
お誕生日ケーキ 薄口しょうゆ

牛乳 ミルージュ 牛乳 牛乳 ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト 牛乳 プリン 牛乳
みかん みかん みたらし団子 蒸しパン 焼きいも ココアケーキ スティックラスク

普通牛乳 ミルージュ 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 プリンの素 普通牛乳
みかん みかん 白玉粉 ホットケーキミックス さつまいも 薄力粉 普通牛乳 食パン

木綿豆腐 鶏卵 鶏卵 ホイップクリーム 有塩マーガリン
砂糖 有塩マーガリン 有塩マーガリン 砂糖
濃口しょうゆ 普通牛乳 砂糖
片栗粉 砂糖 ベーキングパウダー
水
みりん風調味料

献立名

食品名

おやつ

食品名

29(火) 30(水)21(月) 22(火) 24(木) 25(金) 26(土) 28(月)

献立名
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災
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練

★都合により献立が変更になることがあります

食品名

おやつ

食品名

18(金) 19(土)

11(金) 12(土) 14(月) 15(火) 16(水) 17(木)

2022年  11月  献立表 みつばこども園

01(火) 02(水) 04(金) 05(土) 07(月) 08(火) 09(水) 10(木)

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)

470 17.7 14.4 190 2.4 262 0.50 0.33 22 4.7 2.1

今月の給与栄養量　★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)

380 14.2 11.6 158 2.0 210 0.40 0.27 18 3.8 1.7

今月の給与栄養量　★未満児★

11月は給食のテーマは”えほん”

”食欲の秋”と”読書の秋”にちなんで
絵本に出てくるごはんを再現します
見ても食べても栄養満点！
ランチルームでも絵本を紹介するので
お家でも読んでみてください～♪
お楽しみに！！


