
　　　　　　　　　　　

セルフフィッシュバーガー（まるパン ぎゅうにゅう まるパン
フィッシュポーション　ゆでやさい　マヨネーズ） フィッシュポーション マヨネーズ　あぶら きゅうり　キャベツ しお 緑黄色野菜

トマトとたまごのスープ きぬごしどうふ　ロースハム でんぷん トマト　たまねぎ　レタス　ほししいたけ チキンスープ　しょうゆ　しお 海藻

たまご こしょう ６２４，３０.０

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

とりにくとごぼうのうまに 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 ごぼう　にんじん　さやいんげん しょうゆ　しお　さけ 果物

キャベツのあまずあえ さとう キャベツ　もやし　にんじん しょうゆ　す きのこ類

てづくりじゃこふりかけ かつおぶし　しらすぼし　きざみのり ごま　さとう　あぶら しょうゆ　みりん ６３８，２３.３

タコライス（ごはん ぎゅうにゅう ごはん しょうゆ　カレーこ　しお 魚介類

タコライスのぐ　ボイルキャベツ） ぎゅうにく　ぶたにく　チーズ あぶら たまねぎ　トマト　キャベツ ウスターソース　ケチャップ 種実類

よくばりスープ ベーコン　えび　ぎゅうにゅう じゃがいも たまねぎ　にんじん　ほうれんそう　しめじ しろワイン　チキンスープ　しお　こしょう ６４９，２６.６

パン　ぶどう ぎゅうにゅう パン ぶどう

チキンビーンズ だいず　とりにく じゃがいも　さとう たまねぎ　にんじん　グリンピース ケチャップ　トマトピューレ たまご
ウスターソース　コンソメ　しょうゆ 緑黄色野菜

こまつなのソテー ロースハム あぶら こまつな　キャベツ　とうもろこし しょうゆ　しお　こしょう ６２３，２５.０

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

（ごはん　ハヤシシチュー） ぎゅうにく　 あぶら　さとう にんにく　たまねぎ　にんじん　トマト しお　こしょう　あかワイン　デミグラスソース いも

コールスローサラダ キャベツ　きゅうり　とうもろこし　にんじん コールスロードレッシング 魚介類

チーズ チーズ ７１３，２３.６

うどん ぎゅうにゅう　とりにく　わかめ うどん はくさい　にんじん　しめじ　ねぎ こんぶだし　かつおだし

かまぼこ　あぶらあげ しょうゆ　みりん　しお 果物

ホキのてんぷら ホキのてんぷら あぶら 野菜

じゃがいもとベーコンのサラダ ベーコン じゃがいも　バター えだまめ しお　こしょう ５８６，２６.０

くりごはん ぎゅうにゅう　あぶらあげ くり　ごはん にんじん　しめじ しょうゆ　さけ　しお 種実類

いわしのかんろに いわしのかんろに 肉類

なすとかぼちゃのみそしる とうふ　むぎみそ なす　かぼちゃ　えのきたけ　たまねぎ　ねぎ にぼしだし ６２４，２３.０

ごはん　アセロラゼリー ぎゅうにゅう ごはん　アセロラゼリー 乳・乳製品

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　にら　キャベツ しょうゆ　しお　みりん 魚介類

わかめスープ とうふ　わかめ じゃがいも　ごまあぶら たまねぎ　えのきたけ　ねぎ チキンスープ　しょうゆ　しお　こしょう ６２２，２１.２

レーズンパン ぎゅうにゅう パン ほしぶどう

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　ほうれんそう ケチャップ　ウスターソース たまご

ほししいたけ　すりりんご しお　こしょう　チキンスープ 海藻

いかとやさいのサラダ いか さとう　あぶら キャベツ　きゅうり す　しお　こしょう　しょうゆ ６４２，２６.１

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さばのみそに さばのみそに いも

たくあんあえ ごま たくあん　キャベツ　きゅうり しょうゆ　しお 野菜

はちはいじる あぶらあげ　とうふ こんにゃく　ふ だいこん　にんじん　ほししいたけ　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　さけ　しお ６２２，２３.４

こくとうパン ぎゅうにゅう パン　くろざとう

にくだんごとやさいのスープに にくだんご じゃがいも キャベツ　たまねぎ　にんじん　しめじ チキンスープ　コンソメ　しお 果物

ブロッコリー うすくちしょうゆ　こしょう 魚介類

ごぼうのドレッシングサラダ ツナ あぶら　さとう ごぼう　にんじん　きゅうり しょうゆ　す　しお　こしょう ５９７，２２.４

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

あじフライ あじフライ あぶら いも

ひじきのいために ひじき　あぶらあげ　だいず あぶら　さとう さやいんげん　にんじん しょうゆ きのこ類

ふるさとみそしる とうふ　むぎみそ たまねぎ　にんじん　なす　こまつな　ねぎ にぼしだし ６１９，２３.９

ごはん　なし ぎゅうにゅう ごはん なし

なすのマーボーどうふ 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

こまつなのナムル ごま　さとう　ごまあぶら こまつな　もやし　にんじん しょうゆ ６４９，２５.６

パン ぎゅうにゅう パン

ミートオムレツ ミートオムレツ 野菜

おちゃまめ だいず　きなこ さとう　ごまあぶら しお　まっちゃ きのこ類

ミネストローネ ベーコン じゃがいも　マカロニ　あぶら にんじん　たまねぎ　キャベツ　セロリー　トマト　にんにく コンソメ　しお　こしょう　ケチャップ ６２７，２５.８

とりにくときのこのカレーライス ぎゅうにゅう　とりにく　チーズ ごはん　じゃがいも　あぶら たまねぎ　しめじ　エリンギ　にんじん　すりりんご カレールウ　ウスターソース　あかワイン　しょうゆ 豆・豆製品
（ごはん　とりにくときのこのカレーシチュー） マッシュルーム　グリンピース　にんにく トマトピューレ　カレーこ　しお　こしょう　ケチャップ 果物

ゆずきちサラダ しらすぼし ごま　さとう　あぶら こまつな　もやし　キャベツ　ゆずきちかじゅう す　うすくちしょうゆ ６６８，２１.２

スタミナどん ぎゅうにゅう ごはん　あぶら にんにく　しょうが　にんじん　たまねぎ さけ　しお

（ごはん　スタミナどんのぐ） ぶたにく　あかみそ こんにゃく　さとう　でんぷん ごぼう　えのきたけ　にら しょうゆ　うすくちしょうゆ　みりん 魚介類

そうめんじる とうふ　かまぼこ　あぶらあげ そうめん なす　にんじん　ほししいたけ　ねぎ こんぶだし　かつおだし　しょうゆ　うすくちしょうゆ　しお 乳・乳製品

オレンジゼリー オレンジゼリ－ ６４６，２２.２

パン ぎゅうにゅう パン 果物

さけとさつまいものクリームに さけ　ぎゅうにゅう さつまいも　あぶら　バター　はくりきこ たまねぎ　にんじん　しめじ　グリンピース しお　こしょう　チキンスープ 小魚類

たまごとほうれんそうのソテー たまご さとう　あぶら ほうれんそう　キャベツ しお　こしょう　しょうゆ ６５４，２８.０

わかめごはん　なし ぎゅうにゅう　わかめ ごはん なし たまご

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 きのこ類

ささみとキャベツのさっぱりあえ とりささみ さとう キャベツ　もやし　にんじん しょうゆ　す ６３７，２３.８

パン ぎゅうにゅう パン

チキンナゲット チキンナゲット あぶら 豆・豆製品

マカロニサラダ マカロニ たまねぎ　きゅうり　とうもろこし マヨネーズ　しお　こしょう 種実類

ミルクスープ ベーコン　ぎゅうにゅう じゃがいも たまねぎ　にんじん　はくさい　マッシュルーム　ほうれんそう チキンスープ　しお　こしょう ６５７，２４.４

ごはん ぎゅうにゅう ごはん

さんまのしおやき さんまのしおやき 緑黄色野菜

きりぼしだいこんのごまずあえ ごま　さとう きりぼしだいこん　きゅうり　にんじん す　しょうゆ いも類

とんじる ぶたにく　あぶらあげ　とうふ　むぎみそ こんにゃく ごぼう　にんじん　だいこん　ねぎ ６８３，２９.８
※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

重陽の節句献立

地場産給食献立


