
赤飯 七草ごはん かやくうどん ポークカレー ごはん ふりかけごはん ごはん そばめし ごはん パン 大根ごはん ふりかけごはん ごはん きのこスパゲティー
おせち 鶏肉の照り焼き 鮭おにぎり ほうれん草のソテー 豚肉の生姜焼き おでん 鯖の煮つけ 鶏肉と人参の中華スープ 鶏肉とかぶの煮物 ビーフシチュー 焼きししゃも レバニラ 鶏団子鍋 白菜の野菜スープ
雑煮風 里芋の煮物 大豆サラダ 人参しりしり きゅうりの浅漬け さつまいものてんぷら ちくわきゅうり スパゲティーサラダ カレーもやし 春雨サラダ れんこんのきんぴら

小松菜としめじのごま和え みかん 小松菜とじゃこの煮びたし パイナップル いんげんとささみのおかか和え ほうれん草のごま和え トマト ブロッコリーサラダ みかん もやしの中華和え
豆腐と玉ねぎのみそ汁 お年玉クッキー かきたま汁 かぼちゃと油揚げのみそ汁 キャベツとねぎのみそ汁 根菜のかす汁 豚汁 チンゲン菜の中華スープ

精白米 精白米 ゆでうどん 精白米 精白米 精白米 精白米 中華めん 精白米 強力粉 精白米 精白米 精白米 マカロニ・スパゲティ
もち米 栄養強化米 若鶏もも 栄養強化米 栄養強化米 ふりかけ 栄養強化米 精白米 栄養強化米 薄力粉 栄養強化米 ふりかけ 栄養強化米 ぶなしめじ
あずき かぶ にんじん ぶたもも まこんぶ 栄養強化米 さば ぶたばら 鶏もも 砂糖 だいこんの葉 栄養強化米 鶏ひき肉 えのきたけ
食塩 かぶ(葉生) 生しいたけ 調合油 生しいたけ じゃがいも 清酒 キャベツ かぶ 食塩 だいこん 鶏肝臓 木綿豆腐 エリンギ
いりごま 七草 油揚げ 清酒 しょうが 生揚げ 砂糖 青ねぎ めんつゆ 有塩マーガリン 清酒 にんにく 生しいたけ ベーコン
鶏卵 清酒 青ねぎ じゃがいも 濃口しょうゆ 鶏卵 みりん風調味料 調合油 砂糖 脱脂粉乳 薄口しょうゆ おろししょうが 青ねぎ たまねぎ
かつお・昆布だし 薄口しょうゆ かつお・昆布だし たまねぎ 砂糖 鶏もも しょうが 焼きそばソース 水 ドライイースト みりん風調味料 清酒 薄口しょうゆ 青ねぎ
めんつゆ みりん風調味料 薄口しょうゆ にんじん 清酒 こんにゃく 濃口しょうゆ 食塩 焼き竹輪 牛もも 食塩 濃口しょうゆ 清酒 調合油
黒大豆 食塩 みりん風調味料 カレールウ かつお・昆布だし だいこん さつまいも こしょう きゅうり 清酒 ししゃも生干し 片栗粉 食塩 めんつゆ
むきえび 若鶏もも 食塩 福神漬 ぶたロース 焼き竹輪 天ぷら粉 鶏むね ほうれんそう じゃがいも りょくとうもやし ごま油 片栗粉 はくさい
清酒 濃口しょうゆ 精白米 ほうれんそう しょうが かつお・昆布だし 調合油 清酒 にんじん たまねぎ 青ピーマン にら はくさい にんじん
みりん風調味料 薄口しょうゆ 栄養強化米 ぶなしめじ たまねぎ 濃口しょうゆ 食塩 片栗粉 濃口しょうゆ にんじん ウインナーソーセージ りょくとうもやし 長ねぎ たまねぎ
薄口しょうゆ みりん風調味料 鮭フレーク ベーコン 濃口しょうゆ 砂糖 さやいんげん にんじん 砂糖 ぶなしめじ 食塩 キャベツ みずな 水
かつお・昆布だし 砂糖 いりごま 食塩 みりん風調味料 みりん風調味料 若鶏ささ身 りょくとうもやし いりごま グリンピース こしょう 赤ピーマン ぶなしめじ ブイヨン
だいこん 冷凍さといも ブイヨン 砂糖 清酒 にんじん にら だいこん ビーフシチュールウ カレー粉 オイスターソース 中華だし 薄口しょうゆ
にんじん かつお・昆布だし 大豆水煮 清酒 薄口しょうゆ かつお節 水 にんじん マカロニ・スパゲティ ブイヨン 砂糖 薄口しょうゆ 食塩
穀物酢 砂糖 コーン キャベツ きゅうり 濃口しょうゆ 中華だし ごぼう きゅうり コーン みりん風調味料 食塩 こしょう
砂糖 薄口しょうゆ きゅうり にんじん 浅漬けの素 キャベツ 薄口しょうゆ こんにゃく コーン ブロッコリー 薄口しょうゆ 黒こしょう
いりごま みりん風調味料 ダイスカットチーズ ツナフレーク パインアップル缶詰 長ねぎ 食塩 さつま揚げ マヨネーズ キャベツ はるさめ れんこん
食塩 清酒 マヨネーズ めんつゆ くりかぼちゃ 絹ごし豆腐 こしょう 青ねぎ 食塩 にんじん きゅうり 濃口しょうゆ
蒸しかまぼこ こまつな ごまドレッシング 食塩 たまねぎ たまねぎ かつお・昆布だし こしょう 穀物酢 にんじん 砂糖
白玉粉 にんじん 食塩 こまつな 油揚げ かつお・昆布だし 淡色辛みそ トマト 砂糖 プレスハム みりん風調味料
絹ごし豆腐 ぶなしめじ こしょう しらす干し かつお・昆布だし 淡色辛みそ 酒かす 薄口しょうゆ いりごま ごま油
にんじん いりごま みかん缶詰 かつお・昆布だし 淡色辛みそ 調合油 穀物酢 りょくとうもやし
だいこん 濃口しょうゆ 薄力粉 薄口しょうゆ ぶたばら 濃口しょうゆ きゅうり
ほうれんそう 砂糖 有塩マーガリン みりん風調味料 だいこん 砂糖 にんじん
かつお・昆布だし 絹ごし豆腐 砂糖 鶏卵 にんじん ごま油 砂糖
淡色辛みそ たまねぎ 鶏卵 えのきたけ ごぼう みかん缶詰 濃口しょうゆ

青ねぎ ピュアココア 糸みつば こんにゃく チンゲンサイ みりん風調味料
かつお・昆布だし たまねぎ 青ねぎ 絹ごし豆腐 ごま油
淡色辛みそ かつお・昆布だし 淡色辛みそ たけのこ水煮缶詰 いりごま

薄口しょうゆ かつお・昆布だし 乾しいたけ
みりん風調味料 中華だし

いちごババロア 牛乳 ミルージュ 牛乳 牛乳 フルーチェ 牛乳 ミルージュ ヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ヨーグルト
バナナ バナナ ウインナーパイ ぜんざい みかん みかん 大学芋 あんこパイ メロンパン りんご

ババロアの素(いちご) 普通牛乳 ミルージュ 普通牛乳 普通牛乳 フルーチェ 普通牛乳 ミルージュ ヨーグルト 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 バナナ バナナ パイ皮 白玉粉 普通牛乳 みかん みかん さつまいも パイ皮 食パン りんご

ウインナーソーセージ 木綿豆腐 調合油 こしあん 有塩バター
パルメザンチーズ こしあん 砂糖 鶏卵 砂糖

食塩 濃口しょうゆ 薄力粉
黒ごま

ごはん ごはん 親子丼 ごはん おにぎり ちゃんぽんめん ごはん ツナピラフ
油淋鶏 チーズピカタ 高野豆腐の煮物 鶏肉のごまみそ焼き 鮭の塩焼き 梅おにぎり 野菜の肉巻き ミートボール
トマト パプリカとしめじのソテー 切り干し大根と青菜のごま和え ほうれん草とわかめのポン酢和え ちくわの磯辺揚げ ツナとひじきのサラダ コールスローサラダ

中華スープ ポテトサラダ 白菜ときのこのみそ汁 五目豆 たまごやき ちくわチーズ 誕生日ケーキ
もも キャベツとコーンのスープ 豆腐とえのきのすまし汁 人参とごぼうのきんぴら 根菜とこんにゃくのみそ汁 マカロニスープ

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
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
鶏もも ぶたロース 鶏もも 若鶏もも 味付けのり さつま揚げ ぶたロース ツナフレーク
食塩 鶏卵 鶏卵 清酒 べにざけ にんじん にんじん たまねぎ
こしょう パルメザンチーズ たまねぎ 淡色辛みそ 食塩 たまねぎ さやいんげん ミックスベジタブル
薄力粉 食塩 糸みつば いりごま 焼き竹輪 はくさい 焼き肉のたれ ブイヨン
砂糖 こしょう かつお・昆布だし 砂糖 薄力粉 りょくとうもやし 食塩 有塩マーガリン
濃口しょうゆ 調合油 薄口しょうゆ みりん風調味料 あおさ 青ねぎ こしょう 薄口しょうゆ
穀物酢 薄力粉 砂糖 ほうれんそう 水 中華だし キャベツ 食塩
青ねぎ トマトケチャップ みりん風調味料 カットわかめ 調合油 薄口しょうゆ ツナフレーク こしょう
しょうが ウスターソース 凍り豆腐 にんじん 鶏卵 食塩 乾ひじき ぶたひき肉
にんにく 黄ピーマン 生しいたけ はくさい かつお・昆布だし こしょう 薄口しょうゆ たまねぎ
キャベツ 赤ピーマン にんじん ぽん酢しょうゆ めんつゆ ごま油 穀物酢 木綿豆腐
トマト ぶなしめじ さやいんげん 大豆水煮 ごぼう 片栗粉 砂糖 パン粉
りょくとうもやし ベーコン かつお・昆布だし にんじん にんじん 精白米 調合油 食塩
乾わかめ ブイヨン 砂糖 こんにゃく 濃口しょうゆ 栄養強化米 焼き竹輪 こしょう
絹ごし豆腐 食塩 みりん風調味料 ごぼう 砂糖 梅干し調味漬 ナチュラルチーズ(ピザ用) トマトケチャップ
青ねぎ 黒こしょう 薄口しょうゆ まこんぶ みりん風調味料 にんじん ウスターソース
中華だし オリーブ油 食塩 砂糖 ごま油 ごぼう 濃口しょうゆ
薄口しょうゆ じゃがいも 切干しだいこん みりん風調味料 いりごま たまねぎ 砂糖
食塩 きゅうり かつお節 濃口しょうゆ なめこ こんにゃく キャベツ
こしょう にんじん チンゲンサイ かつお・昆布だし たまねぎ 油揚げ きゅうり
黄桃缶 マヨネーズ にんじん 絹ごし豆腐 青ねぎ 青ねぎ コーン

食塩 砂糖 えのきたけ かつお・昆布だし かつお・昆布だし プレスハム
こしょう 濃口しょうゆ 青ねぎ 淡色辛みそ 淡色辛みそ マヨネーズ
キャベツ いりごま たまねぎ 食塩
コーン はくさい かつお・昆布だし こしょう
たまねぎ 油揚げ 薄口しょうゆ トマト
ブイヨン えのきたけ みりん風調味料 誕生日ケーキ
薄口しょうゆ たまねぎ 食塩 マカロニ・スパゲティ
食塩 かつお・昆布だし ブロッコリー
こしょう 淡色辛みそ にんじん

たまねぎ
プリン バナナヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳 ミルージュ 牛乳 牛乳

アメリカンドッグ チヂミ オレンジ オレンジ パウンドケーキ ぶどうゼリー
プリンの素 プレーンヨーグルト 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 砂糖 ホットケーキミックス 薄力粉 オレンジ オレンジ 薄力粉 ぶどうゼリーの素
ホイップクリーム バナナ 鶏卵 ぶたひき肉 ベーキングパウダー 水

砂糖 にんじん 有塩マーガリン
調合油 にら 砂糖
普通牛乳 たまねぎ 鶏卵
魚肉ソーセージ ごま油
トマトケチャップ 濃口しょうゆ
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2023年  1月  献立表 みつばこども園

05(木) 06(金) 07(土) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金)

食材の都合により献立が変更になる場合があります

27(金)26(木)25(水)24(火) 30(月)28(土)

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)

523 21 18.2 215 2.8 322 0.56 0.40 25 6.6 2.4

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)

421 16.9 14.7 173 2.3 258 0.45 0.32 20 5.3 1.9

今月の給与栄養量　★未満児★

1月の給食のテーマは

”日本の食文化とえほん”

十二支のお節料理

年の神様が十二支の動物たちにおせち料理の

準備を命じました。ひつじには下ごしらえを、

さるには料理番を・・・ではうさぎには！？

詳しくはインスタ見てね！

献立表に冬野菜が隠れているよ！

どれかわかるかな～？


