
セルフホットドッグ（せわりパン ぎゅうにゅう せわりパン しお

ゆでやさい　ｳｲﾝﾅｰのｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽに） ウインナー さとう キャベツ　きゅうり ケチャップ　ウスターソース 豆・豆製品

やさいたっぷりスープ ベーコン じゃがいも こまつな　にんじん　キャベツ　たまねぎ　 チキンスープ　うすくちしょうゆ　しお　こしょう 魚介類

とうもろこし　もやし　きくらげ ６３７，２３.１

チキンカレーライス ぎゅうにゅう ごはん トマトピューレ　すりりんご　にんにく かれーこ　　しお　こしょう　あかワイン　しょうゆ 緑黄色野菜

（ごはん　チキンカレーシチュー） とりにく　チーズ じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　グリンピース カレールウ　ウスターソース　ケチャップ 海藻

フルーツヨーグルト ヨーグルト バナナ　みかんかん　ぱいんかん　おうとうかん ６７２，１９.２

ごはん　たいやき ぎゅうにゅう ごはん　 たいやき

かつおのいそふうみ かつお　あおのり でんぷん　あぶら　さとう しょうが みりん　しょうゆ 肉

きゅうりのとさづけ かつおぶし さとう きゅうり　きくらげ しょうゆ 果物

すましじる とうふ　わかめ じゃがいも えのきたけ　たまねぎ　にんじん　ねぎ かつおぶし　こんぶ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６４４，２６.８

こくとうパン ぎゅうにゅう パン　こくとう

はるやさいのポトフ ウインナー じゃがいも キャベツ　だいこん　アスパラガス しお　こしょう たまご

たまねぎ　にんじん　エリンギ　パセリ チキンスープ　うすくちしょうゆ 海藻

ごぼうサラダ ツナ ごま　ノンエッグマヨネーズ　さとう ごぼう　にんじん　きゅうり しょうゆ ６００，２３.０

ごはん　 ぎゅうにゅう ごはん

いわしのかんろに いわしのかんろに 緑黄色野菜

ひじきのにつけ ひじき　あぶらあげ　オールまめ こんにゃく　あぶら　さとう にんじん しょうゆ 乳製品

じゃがいものみそしる とうふ　わかめ　みそ じゃがいも たまねぎ　にんじん　ねぎ にぼし ６２６，２１.５

パン ぎゅうにゅう パン

チリコンカーン だいず　ぎゅうにく　ぶたにく あぶら　さとう にんにく　たまねぎ　にんじん　しめじ ケチャップ　ウスターソース　チリミックス いも

ベーコン えだまめ　トマトピューレ　トマトかん チキンスープ　あかワイン　しお　こしょう 種実

こまつなサラダ ツナ あぶら　さとう こまつな　きゅうり　キャベツ　レモンかじゅう す　しお　こしょう　しょうゆ ６２７，２８.０

ごはん　おかかふりかけ ぎゅうにゅう ごはん おかかふりかけ

じゃがいものそぼろに とりにく　なまあげ じゃがいも　こんにゃく たまねぎ　にんじん　さやいんげん しょうゆ　みりん 魚介類

あぶら　さとう　でんぷん 果物

キャベツのごまあえ ごま　さとう キャベツ　もやし　にんじん しょうゆ ６１３，２１.０

ぎゅうどん ぎゅうにゅう ごはん ねぎ　えのきたけ　ごぼう 小魚類

（ごはん　ぎゅうどんのぐ） ぎゅうにく　ちくわ　あぶらあげ こんにゃく　　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん しょうゆ　うすくちしょうゆ　みりん たまご

ようふうしらあえ ハム　とうふ さとう　ごま　ノンエッグマヨネーズ ほうれんそう　れんこん うすくちしょうゆ　す　しお ６７１，２５.４

とんこつラーメン ぎゅうにゅう　ぶたにく　うずらたまご　なると ちゅうかめん たまねぎ　にんじん　もやし　ねぎ パイタンスープ　しお　こしょう

はるまき はるまき あぶら 豆・豆製品

くらげのすのもの くらげ　かいそうミックス さとう だいこん　にんじん　きゅうり す　しょうゆ 種実

フルーツあんにん フルーツあんにん ６０９，２２.４

ごはん ぎゅうにゅう ごはん 魚介類

なっとうみそ なっとう　ぶたにく　あかみそ さとう ねぎ　 さけ　みりん 　野菜

やさいのうまに とりにく　なまあげ　こんぶ こんにゃく　じゃがいも　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　さやいんげん しょうゆ　しお　さけ ６５７，２４.０

パン ぎゅうにゅう パン

わかどりのハーブやき わかどりのハーブやき いも

カラフルソテー ぶたにく あぶら にんじん　とうもろこし　キャベツ うすくちしょうゆ　しお　こしょう 海藻類

フォーガー ベーコン フォー たまねぎ　にんじん　もやし　ほししいたけ　しろねぎ　にんにく チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう　オイスターソース ６３０，２９.３

ビビンバ ぎゅうにゅう ごはん

（ごはん　ビビンバのぐ） ぎゅうにく　あかみそ　たまご あぶら　ごま　さとう　ごまあぶら ねぎ　にんじん　ほうれんそう みりん　さけ　しょうゆ　トウバンジャン 乳製品

わかめスープ ベーコン　わかめ じゃがいも　ごま　ごまあぶら にんじん　たまねぎ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう　 きのこ類

オレンジ オレンジ ６２５，２１.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さんまのしょうがに さんまのしょうがに 果物

きりぼしだいこんのあまずあえ ツナ ごま　さとう きりぼしだいこん　にんじん　きゅうり　キャベツ しょうゆ　す 海藻

とんじる ぶたにく　とうふ　あぶらあげ　みそ こんにゃく ごぼう　だいこん　にんじん　ねぎ ６７１，２７.１

パン ぎゅうにゅう パン

ぎゅうにくコロッケ ぎゅうにくコロッケ あぶら 豆・豆製品

やさいサラダ キャベツ　きゅうり　にんじん あおじそドレッシング 種実

レタスとトマトのスープ きぬごしどうふ　ベーコン　かんてん マカロニ　ごまあぶら　でんぷん しょうが　トマト　たまねぎ　レタス　ほししいたけ しょうゆ　うすくちしょうゆ　チキンスープ　しお　こしょう ６６３，２１.３

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さばのわふうカレーに さばのわふうカレーに 肉

キャベツのうめおかかあえ かつおぶし さとう キャベツ　きゅうり ねりうめ　しょうゆ 海藻

はっぱいじる とうふ　あぶらあげ じゃがいも　こんにゃく　ふ にんじん　ねぎ　ほししいたけ こんぶ　かつおぶし　しょうゆ　さけ　しお ６７４，２５.９

パン　いちごジャム ぎゅうにゅう パン　 いちごジャム 魚介類

クリームシチュー とりにく　ぎゅうにゅう　 じゃがいも　あぶら　バター　こむぎこ たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　グリンピース チキンスープ　コンソメ　しお　こしょう 果物

じゃこサラダ しらすぼし さとう　あぶら きゅうり　キャベツ　にんじん す　しお　こしょう　しょうゆ ６６５，２５.２

ごはん ぎゅうにゅう ごはん たまご

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　にんじん　ピーマン しょうゆ　す　さけ 海藻

のっぺいじる あぶらあげ じゃがいも　こんにゃく たまねぎ　にんじん　ごぼう　ねぎ かつおぶし　こんぶ　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお ６２４，２３.４

ごはん　あじつけのり ぎゅうにゅう　あじつけのり ごはん 果物

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 乳製品

たこのつみれじる たこボール　あぶらあげ　わかめ　みそ じゃがいも たまねぎ　にんじん　えのきたけ　ねぎ にぼし ５９８，２３.９

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　さとう　あぶら たまねぎ　にんじん　ピーマン　ほししいたけ しお　こしょう 豆・豆製品

ズッキーニ　すりりんご ケチャップ　ウスターソース　チキンスープ 海藻

こまつなとベーコンのソテー 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 ６４４，２５.４

※都合により献立を変更することがあります。
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えいせいに きをつけて きゅうしょくを たべよう！
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