
　　　　　　　　　　　

セルフハンバーガー（まるパン ぎゅうにゅう まるパン しお いも類
ハンバーグのケチャップに　ボイルキャベツ） ハンバーグ さとう キャベツ ケチャップ　ウスターソース 緑黄色野菜

もずくスープ もずく　とりにく　たまご たまねぎ　にんじん　えのきたけ　ねぎ チキンスープ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６００，２８.０

ハヤシライス ぎゅうにゅう ごはん マッシュルーム　グリンピース トマトジュース　トマトピューレ　ケチャップ きのこ類

（ごはん　ハヤシシチュー） ぎゅうにく　しろいんげんまめ あぶら　さとう にんにく　たまねぎ　にんじん しお　こしょう　あかワイン　ハヤシルウ　デミグラスソース 魚介類

やさいサラダ あぶら　さとう　 キャベツ　こまつな　にんじん す　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６１８，１９.５

ごはん　れいとうピーチ ぎゅうにゅう ごはん れいとうピーチ

とうふチャンプルー とうふ　ぶたにく　たまご　かつおぶし あぶら　さとう　ごまあぶら　でんぷん もやし　こまつな しょうゆ　しお　こしょう 果物

すいぎょうざスープ すいぎょうざ たまねぎ　にんじん　キャベツ チキンスープ　しょうゆ　うすくちしょうゆ 乳・乳製品

しろねぎ　きくらげ しお　こしょう ６０２，２１.７

パン　マーシャルビーンズ ぎゅうにゅう パン　マーシャルビーンズ 海藻類

タラのれもんふうみ たら でんぷん　あぶら　さとう レモンかじゅう みりん　しょうゆ 豆・豆製品

ABCスープ ベーコン ABCマカロニ　じゃがいも たまねぎ　にんじん　きくらげ　ほうれんそう チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう ６３７，２４.４

ごはん　おつきみだんご ぎゅうにゅう ごはん　おつきみだんご 魚介類

あきやさいのにもの とりにく　こうやどうふ さといも　こんにゃく　くり　あぶら　さとう ごぼう　にんじん　さやいんげん しょうゆ　さけ 果物

ごまずあえ ごま　さとう ほうれんそう　もやし　にんじん す　しょうゆ ６０６，２２.１

パン ぎゅうにゅう パン

ぶたにくのトマトに ぶたにく じゃがいも　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　しめじ チキンスープ　しお　こしょう 小魚類

すりりんご　ピーマン ケチャップ　ウスターソース たまご

カラフルソテー ベーコン あぶら こまつな　とうもろこし　キャベツ しょうゆ　しお　こしょう ５９５，２４.９

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

はっぽうさい ぶたにく　うずらたまご あぶら　さとう しょうが　たまねぎ　にんじん しょうゆ　さけ　こしょう 魚介類

でんぷん　ごまあぶら キャベツ　チンゲンサイ　きくらげ ちゅうかだし　しょうゆ　しお 豆・豆製品

こまつなのちゅうかあえ とりささみ ごま　さとう　ごまあぶら こまつな　もやし す　うすくちしょうゆ ６０２，２３.３

ごはん　なし ぎゅうにゅう ごはん なし

ぶたキムチ ぶたにく ごま　ごまあぶら はくさいキムチ　たまねぎ　にんじん しょうゆ　しお　みりん 海藻類

にら　キャベツ 緑黄色野菜

スタミナじる とりにく　なまあげ　むぎみそ じゃがいも モロヘイヤ　もやし　ねぎ にぼしだし ６１１，２５.６

クロワッサン ぎゅうにゅう クロワッサン 野菜類

ペスカトーレ ベーコン　えび　いか スパゲッティ　あぶら たまねぎ　マッシュルーム　にんにく　トマト しろワイン　ケチャップ　ウスターソース　しお　こしょう 豆・豆製品

だいずとツナのサラダ だいず　ツナ ごま　ノンエッグマヨネーズ　さとう キャベツ　こまつな しょうゆ ６０１，２７.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

あじのなんばんづけ あじ でんぷん　あぶら　さとう たまねぎ　ピーマン しょうゆ　す　さけ 果物

やさいのうまに とりにく　なまあげ じゃがいも　こんにゃく ごぼう　にんじん　さやいんげん しょうゆ　みりん　さけ　しお たまご

あぶら　さとう ほししいたけ ６８６，２８.８

ナン　ヨーグルト ぎゅうにゅう　ヨーグルト ナン

ドライカレー ぎゅうにく　ぶたにく スーパーおおむぎ　あぶら にんにく　しょうが　にんじん あかワイン　カレーこ　コンソメ　しょうゆ 魚介類

はくりきこ たまねぎ　えだまめ ウスターソース　カレールウ　ケチャップ 小魚類

わかめスープ ベーコン　とうふ　わかめ じゃがいも　ごまあぶら たまねぎ　にんじん　えのきたけ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ６００，２８.７

ごはん ぎゅうにゅう ごはん いも類

チキンチキンごぼう とりにく でんぷん　あぶら　さとう ごぼう　 しょうゆ　みりん 海藻類

なすのみそしる とうふ　あぶらあげ　むぎみそ なす　たまねぎ　にんじん　ほうれんそう　ねぎ にぼしだし ６２１，２５.３

パン ぎゅうにゅう パン たまご

さつまいものクリームに さけ　しろいんげんまめ　ぎゅうにゅう さつまいも　あぶら たまねぎ　にんじん　しめじ　はくさい チキンスープ　シチュールウ　こしょう 果物

こまつなサラダ ツナ あぶら　さとう こまつな　キャベツ　きゅうり　レモンかじゅう す　しお　こしょう　しょうゆ ５９４，２６.５

ごはん　おはぎ ぎゅうにゅう ごはん　おはぎ

いわしのかんろに いわしのかんろに 種実類

キャベツのごまあえ ごま　さとう キャベツ　ほうれんそう　にんじん しょうゆ 肉類

はっぱいじる とうふ　あぶらあげ　わかめ こんにゃく　ふ だいこん　にんじん　しいたけ　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　しお　さけ ６５１，２４.２

とりにくのあんかけどん ぎゅうにゅう ごはん　でんぷん ごぼう　しろねぎ
（ごはん　とりにくのあんかけどんのあん） とりにく　ちくわ こんにゃく　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　えのきたけ しょうゆ　うすくちしょうゆ　みりん 魚介類

とうがんのばいにくあえ しらすぼし　かつおぶし とうがん　きゅうり　ねりうめ いも類

れいとうみかん れいとうみかん ６１１，２２.４

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

なすのまーぼーどうふ ぶたにく　とうふ　あかみそ さとう　ごまあぶら　でんぷん たまねぎ　にんじん　なす　ほししいたけ しょうゆ　さけ　トウバンジャン たまご

にら　しょうが　にんにく 海藻類

ハムとやさいのあえもの チキンハム ごま　ごまあぶら　さとう キャベツ　にんじん　もやし うすくちしょうゆ　す ６１６，２６.５

パン ぎゅうにゅう パン 果物

とりにくとレバーのカレーふうみ とりにく　とりレバーたつたあげ でんぷん　あぶら　さとう しょうが　 さけ　みりん　しょうゆ　カレーこ 野菜類

とうふスープ ベーコン　とうふ たまねぎ　にんじん　きくらげ　こまつな チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ６４１，２９.６

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さばのしおやき さばのしおやき 種実類

そくせきづけ くきわかめつくだに キャベツ　きゅうり しお きのこ類

しおにくじゃが ぶたにく　なまあげ じゃがいも　こんにゃく　さとう にんじん　たまねぎ　さやいんげん　しょうが しお　しょうゆ　うすくちしょうゆ　さけ　ちゅうかだし ６７４，３１.２

こくとうパン　なし ぎゅうにゅう パン　くろざとう なし

ビーフン ぶたにく　ビーフン あぶら　ごまあぶら たまねぎ　にんじん　キャベツ　もやし さけ　しょうゆ　しお　こしょう 魚介類

ねぎ　しょうが　にんにく 豆・豆製品

チンゲンサイのスープ とりにく じゃがいも チンゲンサイ　たまねぎ　えのきたけ　きくらげ しょうゆ　ちゅうかだし　みりん　しお　こしょう ６０８，２５.６
※都合により献立を変更する場合があります。
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よういを はやく じょうずに しよう！
今月の給食目標

お月見献立

地場産給食の日

お彼岸献立

よういを はやくして たべるじかんを しっかりとりましょう


