
令和元年

炊き込みごはん　ほうれん草のお浸し フル-ツポンチ ツナ　削り節 白米　油 ｺﾝﾆｬｸ 人参 干しｼｲﾀｹ ほうれん草

そうめん汁　　果物 牛乳 牛乳 そうめん　 ｺﾞﾎﾞｳ ﾈｷﾞ 果物

麦ごはん　ｺﾞｰﾔｰとｳｲﾝﾅｰのかき揚げ アガラサー 豚肉　ｳｲﾝﾅｰ　ﾂﾅ　 白米 押し麦 ｺﾝﾆｬｸ 砂糖 人参 玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ 果物

ﾀﾏﾅｰのツナ和え　ｲﾅﾑﾄﾞｩﾁ　果物 牛乳 ｶｽﾃﾗｶﾏﾎﾞｺ　卵　牛乳 油 小麦粉 ｺﾞｰﾔｰ ﾋﾟｰﾏﾝ 干しｼｲﾀｹ 

青菜ごはん　魚の生姜焼 手作りサブレ 赤魚　鶏ﾐﾝﾁ　絹ごし豆腐 白米　あわ　砂糖　 玉ねぎ 南瓜 ｶﾗｼ菜

南瓜の煮物　なめこのみそ汁　果物 牛乳 卵　牛乳 ﾊﾞﾀｰ 油 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ　 なめこ 小松菜 果物

なすとｱｽﾊﾟﾗのﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ　 しらすゆかりおにぎり 合挽き肉　ﾊﾑ 白米　ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ　ｺｰﾝ 人参　玉ねぎ　なす　果物

ｻｸｻｸｻﾗﾀﾞ　ｺｰﾝｽｰﾌﾟ　果物 お茶 しらす　ﾜｶﾒ 油　砂糖　クルトン ｱｽﾊﾟﾗ　ｷｬﾍﾞﾂ

ごはん　鶏肉とセロリのソテー　 レーズンケーキ 鶏肉　枝豆 卵 白米　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　油 人参　玉ねぎ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

ブロッコリーのサラダ　野菜スープ　果物 牛乳 牛乳 砂糖 ｾﾛﾘ　ｵｸﾗ　大根　果物

ゆかりごはん　魚の西京焼き フルーツ寒天 赤魚　鶏肉　鶏ﾚﾊﾞｰ 白米　こんにゃく 人参　小松菜　長ﾈｷﾞ

切干大根ｲﾘﾁｰ　鶏レバー汁　果物 牛乳 ﾁｷｱｷﾞ 寒天 じゃが芋　油　砂糖 ｲﾝｹﾞﾝ　ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙ　果物

チキンカレーライス　 ビスコ  ミニゼリー 鶏肉　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　 白米 ｺｰﾝ じゃが芋 人参　玉ねぎ　大根　果物

ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ　わかめｽｰﾌﾟ　果物 牛乳 わかめ　牛乳 ｺﾞﾏ　 長ﾈｷﾞ　ｷｬﾍﾞﾂ　

ピースごはん　鯖のみそ煮 ほうれん草のﾎｯﾄｹｰｷ 納豆　鯖　鶏肉 白米　こんにゃく　ごま油 人参　ｲﾝｹﾞﾝ　大根　果物

五目きんぴら　もずくスープ　果物 牛乳 厚揚げ　もずく 砂糖 青しそ　ｺﾞﾎﾞｳ　にら

ごはん　照り焼きチキン　 野菜蒸しパン 鶏肉 ｷﾄﾞﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ 枝豆 白米　じゃが芋　ｺﾞﾏドレ 人参　玉ねぎ　ｾﾛﾘ　果物

豆サラダ　ミネストローネ　果物 牛乳 大豆 ﾍﾞｰｺﾝ ﾂﾅ 卵 牛乳 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ　砂糖　油 きゅうり　ﾄﾏﾄﾎｰﾙ

ごはん　豚肉の生姜焼き　 ポンデケージョ 豚肉　ツナ　ﾁｰｽﾞ 白米　油　じゃが芋 人参 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ 果物

ｵｸﾗとｷｭｳﾘの和え物　大根のみそ汁　果物 牛乳 牛乳 ｵｸﾗ ｷｭｳﾘ 大根 長ﾈｷﾞ ｼﾒｼﾞ

ｶﾚｰ風味ﾋﾟﾗﾌ　ほうれん草とﾏｯｼｭﾙｰﾑのｿﾃｰ くずもち 鶏肉　あさり　ﾍﾞｰｺﾝ　 白米 芋くず じゃが芋　 人参 玉ねぎ ほうれん草

クラムチャウダー　果物 牛乳 きな粉　牛乳　 油　ﾊﾞﾀｰ 黒糖　砂糖 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 果物　

ごはん　肉野菜炒め コーンフレーク 絹ごし豆腐　 白米　ｺｰﾝﾌﾚｰｸ 玉ねぎ ピーマン 人参

豆腐のみそ汁　果物 牛乳 牛乳　 小松菜 ｷｬﾍﾞﾂ ﾈｷﾞ　果物
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豆腐のみそ汁　果物 牛乳 牛乳　 小松菜 ｷｬﾍﾞﾂ ﾈｷﾞ　果物

黒米ごはん　鮭のみぞれ煮 キャロットケーキ ﾂﾅ　卵　油揚げ 白米　黒米 ｺﾝﾆｬｸ　 人参 ｼﾒｼ ﾞﾆﾗ 大根 ﾈｷﾞ

　パパイヤイリチー ｷｬﾍﾞﾂのみそ汁 果物 牛乳 鮭　牛乳 ﾊﾞﾀｰ　砂糖　油 パパイヤ ｷｬﾍﾞﾂ 果物

【ｶﾐｶﾐ献立】麦ごはん　レバニラ炒め　　 うどんかりんとう レバー 豚肉　 白米 押し麦 うどん ｺｰﾝ 人参 ﾆﾗ　もやし みつば

カミカミサラダ　かきたま汁　果物 牛乳 卵　牛乳 じゃが芋　小麦粉　砂糖 ｺﾞﾎﾞｳ　きゅうり 果物

【食育の日献立】玄米ごはん　納豆アンダンスー 金時豆のぜんざい 鮭　昆布　枝豆　金時豆 白米　玄米 こんにゃく 人参　冬瓜　ねぎ

クーブイリチー　冬瓜のすまし汁　果物 牛乳 豚肉　ｱｰｻ　牛乳 押し麦 黒糖 砂糖 果物

三枚肉そば　ﾁｷﾅｰ炒め 塩昆布おにぎり 豚肉　ツナ　昆布　 沖縄そば　油 人参　ﾈｷﾞ

果物 お茶 豆腐　ｶﾏﾎﾞｺ　牛乳　 砂糖　 からし菜 　果物

麦ごはん　鯖のおろし煮　果物 おやつパン 鯖 ﾂﾅ　木綿豆腐 白米 押し麦 じゃが芋 油 ｺｰﾝ ｼﾒｼﾞ 果物

ほうれん草の白和え　じゃが芋のみそ汁 牛乳 ﾜｶﾒ　牛乳 砂糖　ｺﾞﾏﾄﾞﾚ　おやつﾊﾟﾝ 大根 ﾈｷﾞ ほうれん草 

五目ごはん　　 ウエハース　ﾁｰｽﾞ 鶏肉　ゆで大豆 白米　油 人参　ｺﾞﾎﾞｳ

ゆし豆腐　　果物 牛乳 ゆし豆腐 ﾁｰｽﾞ 牛乳 砂糖 ｳｴﾊｰｽ ﾀｹﾉｺ　ﾈｷﾞ　果物

ターメリックライス　ホワイトルゥ チーズスコーン 鶏肉 ﾍﾞｰｺﾝ 粉ﾁｰｽﾞ 白米　押し麦　小麦粉 人参 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ほうれん草

ｶﾗﾌﾙ野菜ｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ　果物 牛乳 ﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ  牛乳 じゃが芋 ﾊﾞﾀｰ 油　　 赤・黄ﾋﾟｰﾏﾝ ｷｬﾍﾞﾂ 玉ねぎ 

ごはん　魚のパン粉焼き　筑前煮 ちんびん 赤魚　鶏肉　厚揚げ　 白米　こんにゃく　ﾊﾟﾝ粉 人参 大根 ｺﾞﾎﾞｳ 白菜

厚揚げと白菜のみそ汁　果物 牛乳 粉チーズ 牛乳 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 砂糖 黒糖 小麦粉 ﾀｹﾉｺ 干ｼｲﾀｹ　果物

あわごはん　　豚肉のみそ漬け焼き　果物 ココアクッキー 豚肉　絹ごし豆腐　 白米　あわ　じゃが芋　ﾊﾞﾀｰ 人参　ｺﾞｰﾔｰ　きゅうり　ﾈｷﾞ

ゴーヤー梅肉和え　ア-サのすまし汁 牛乳 ｱｰｻ　牛乳 オ-トミ-ル 小麦粉 砂糖 ｷｬﾍﾞﾂ　梅肉 果物

ごはん　ワカサギの南蛮漬 おやつパン 春雨 ﾂﾅ　卵 ﾜｶｻｷﾞ 白米　 人参　小松菜 ﾆﾗ　果物

人参しりしり　春雨スープ　果物 牛乳 牛乳　 砂糖　油 ﾈｷﾞ

バースデーケーキ 赤魚　ﾜｶﾒ　卵 白米 小麦粉 ﾊﾟﾝ粉 油 ｻﾗｽﾊﾟ　 人参　玉ねぎ　青 ﾋﾟｰﾏﾝ

牛乳 ｳｨﾝﾅｰ 牛乳 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ｺｰﾝ ﾏﾖﾈｰｽﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　果物

鶏丼　　 みかんゼリー クラッカー 鶏肉　かにカマ 白米　　油 人参　玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　

中華スープ　果物 牛乳 ゼラチン クラッカー　砂糖 きゅうり　ｴﾉｷ　ﾈｷﾞ　果物
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