
令和元年

あわごはん　鮭の塩焼き　果物 メープルスコーン 鮭　豚ひき肉　わかめ 白米　あわ　片栗粉　油 ﾈｷﾞ　冬瓜

冬瓜の煮物　わかめのみそ汁 牛乳 牛乳　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ 砂糖　バター　メープル 玉ねぎ　果物　

麦ごはん　生姜焼き オートミールクッキー 豚ロース　絹ごし豆腐 白米　小麦粉　オートミール　玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ 人参 赤ﾋﾟｰﾏﾝ

野菜サラダ　アーサのすまし汁　果物 牛乳 牛乳　アーサ 油　砂糖　バター 黄ﾋﾟｰﾏﾝ ｷｭｳﾘ ﾈｷﾞ果物

あわごはん　魚の甘酢あんかけ バナナカップケーキ 赤魚　卵　ﾁｰｽﾞ　 白米　麦　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　砂糖 人参 玉ねぎﾋﾟｰﾏﾝ 南瓜

南瓜のサラダ　なめこのみそ汁　果物 牛乳 絹ごし豆腐　牛乳 油　小麦粉　バター　 ﾚｰｽﾞﾝ　なめこ　ﾈｷﾞ　果物

ｶﾚｰ風味ピラフ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾏｯｼｭﾙｰﾑのｿﾃｰ おやつパン 鶏肉　　 白米 じゃが芋　ｺｰﾝ 人参 玉ねぎ ほうれん草 果物

クリームスープ　果物 牛乳 牛乳　 ﾊﾞﾀｰ 油　小麦粉　砂糖 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　赤ﾋﾟｰﾏﾝ

中華あんかけ　 せんべい�ミニゼリー 豚肉　 白米　かたくり粉 春雨 人参 玉ねぎ ﾆﾗ  果物

春雨スープ　果物 牛乳 牛乳 油　せんべい　ﾐﾆｾﾞﾘｰ もやし ｴﾉｷ ﾁﾝｹﾞﾝ菜

あわごはん　きびなごのから揚げ くずもち きびなご　豚肉　ツナ 白米　あわ 芋くず 人参 大根 長ﾈｷﾞ 果物

ほうれん草の白和え　沢煮椀　果物 牛乳 きな粉 木綿豆腐 牛乳　 油 黒糖　砂糖 ｺﾞﾎﾞｳ ﾎｳﾚﾝ草

ミートスパゲティ　　グリーンサラダ　 青菜おにぎり 合挽肉　 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ　ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 人参 玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ 果物

コンソメスープ　果物 お茶 砂糖　白米　コーン ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 小松菜 からし菜 ﾄﾏﾄ　

麦ごはん　豆腐ハンバーグ　果物 ふかし芋 合挽　木綿豆腐　卵　 白米　押し麦　パン粉　 玉ねぎ　キャベツ　ｷｭｳﾘ　

ポテトサラダ　しめじのみそ汁　 牛乳 牛乳　チーズ じゃが芋 ﾏﾖﾈｰｽﾞ しめじ　ﾈｷﾞ　人参

あわごはん　鯖の照り焼き レーズン蒸しパン ﾂﾅ　牛乳 白米　砂糖　じゃが芋 あわ ｷｬﾍﾞﾂ　ｷｭｳﾘ　玉ねぎ

ツナサラダ　 じゃが芋のみそ汁　果物 牛乳 卵 鯖　わかめ ｵﾘｰﾌﾞ油 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ﾚｰｽﾞﾝ 果物

チャーハン　 ビスコ　ﾁｰｽﾞ 鶏肉　豚肉　 白米　コーン　こんにゃく 玉ねぎ 人参 大根

豚汁　果物 牛乳 牛乳　ﾁｰｽﾞ ごま油 ビスコ ﾈｷﾞ　ﾆﾗ　果物　

ごはん　回鍋肉　春雨サラダ おやつパン 豚肉　ｶﾆｶﾏ 白米　ｺｰﾝ 油 人参 玉ねぎ 干しｼｲﾀｹ 果物

小松菜のスープ　果物 牛乳 牛乳　 春雨　おやつﾊﾟﾝ 小松菜 ｷｬﾍﾞﾂ ｲﾝｹﾞﾝ ｷｭｳﾘ

ごはん　鮭のマヨ焼き　果物 ゴマクッキー 鮭　鶏肉 白米　ｺﾝﾆｬｸ　ﾊﾞﾀｰ 人参 大根 ｺﾞﾎﾞｳ ｲﾝｹﾞﾝ 果物

筑前煮　ニラともやしのみそ汁 牛乳 卵　牛乳 ﾏﾖﾈｰｽﾞ ｺﾞﾏ 小麦粉 砂糖 干しｼｲﾀｹ ﾈｷﾞ ﾆﾗ もやし
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筑前煮　ニラともやしのみそ汁 牛乳 卵　牛乳 ﾏﾖﾈｰｽﾞ ｺﾞﾏ 小麦粉 砂糖 干しｼｲﾀｹ ﾈｷﾞ ﾆﾗ もやし

【沖縄そばの日献立】　ソーキそば ふりかけおにぎり ソーキ　わかめ　ちくわ 沖縄そば　白米 きゅうり　人参

わかめの和え物　果物 お茶 ｶﾏﾎﾞｺ 牛乳 ﾈｷﾞ　果物

【ｶﾐｶﾐ献立】八穀米ごはん　ﾜｶｻｷﾞの唐揚げ ロッククッキー ﾜｶｻｷﾞ　ひじき　卵 白米 穀米 ｺﾝﾆｬｸﾊﾞﾀｰ 砂糖 人参　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ

ひじき炒め　ﾁﾝｹﾞﾝ菜のみそ汁 果物 牛乳 枝豆　豚肉　牛乳 小麦粉 ｺｰﾝﾌﾚｰｸ ﾚｰｽﾞﾝ　果物

ごはん　麻婆豆腐　果物 プルーン　クラッカー 豚ﾐﾝﾁ　木綿豆腐 白米　砂糖　 人参 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ ﾆﾗ 果物

白菜のスープ　 牛乳 牛乳 クラッカー　 ﾌﾟﾙｰﾝ 黄ﾋﾟｰﾏﾝ 白菜 長ネギ

ﾁｷﾝと南瓜のｶﾚｰﾗｲｽ　ｷｭｳﾘのｼﾞｬｺｻﾗﾀﾞ スイートポテト 鶏肉　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ しらす 白米　バター 人参 玉ねぎ 南瓜 大根 果物

えのきとほうれん草のすまし汁　果物 牛乳 牛乳　生クリーム 油 ｺﾞﾏ　さつま芋　砂糖 ｷｭｳﾘ ほうれん草 ｴﾉｷ

     わかめごはん　魚の西京焼き　果物 アガラサー 赤魚　鶏肉　わかめ 白米　こんにゃく　強力粉　 人参　小松菜　長ﾈｷﾞ

切り干し大根　鶏汁 牛乳 チキ揚げ 牛乳 じゃが芋 油 砂糖 黒糖粉　 ｲﾝｹﾞﾝ 切り干し大根 果物

ごはん　豚肉のみそ漬け焼き　果物 おやつパン 豚肉　卵 ツナ とろろ昆布 白米　油 人参　ニラ　かいわれ

人参しりしり　とろろ昆布のすまし汁 牛乳 牛乳 はんぺん 果物

バースデーケーキ 赤魚　卵　ベーコン　わかめ 白米　押し麦　パン粉　油 玉ねぎ　パセリ　胡瓜　人参

牛乳 カニカマ　牛乳 小麦粉　 セロリ　トマト　果物

豚肉野菜丼　 はちゃ棒　チーズ 豚肉　ゆし豆腐 白米　油　砂糖 人参　玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ

ゆし豆腐　果物 牛乳 牛乳　チーズ はちゃ棒 ﾈｷﾞ　果物

あわごはん　鮭のみぞれ煮　果物 さつま芋ケーキ 鮭　豚肉  卵 白米 あわ ｺﾞﾏ油 小麦粉  油 ﾁﾝｹﾞﾝ菜 しめじ ねぎ

ﾁﾝｹﾞﾝ菜ときのこ炒め　豆腐のみそ汁 牛乳 絹ごし豆腐　牛乳　 さつま芋 ﾊﾞﾀｰ ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 大根 玉ねぎ 人参 果物

三枚肉そば　 ゆかりおにぎり 豚ばら肉　ｶﾏﾎﾞｺ 沖縄そば　砂糖　 ﾈｷﾞ　果物

ﾁｷﾅｰ炒め　果物 牛乳 木綿豆腐 ツナ 牛乳 白米 からし菜　人参

ごはん　赤魚のカレームニエル　果物 小倉あんホットケーキ 赤魚　鶏ﾐﾝﾁ　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 白米　小麦粉　バター 人参　大根　果物

大根のそぼろ煮　なめこ汁 牛乳 牛乳 わかめ 小倉あん ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ　砂糖　 なめこ 小松菜

玄米ごはん　照り焼きチキン　果物 ハロウィンクッキー 鶏肉　ｳｨﾝﾅｰ 白米 玄米 ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ　 人参 玉ねぎ  ｷｬﾍﾞﾂ 

ヤングコーンのソテー　キャベツのみそ汁 牛乳 牛乳　油揚げ バター　砂糖　油 南瓜 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ  赤ﾋﾟｰﾏﾝ 果物

＊10月14日は体育の日でお休みです。
＊10月22日は即位礼正殿の日でお休みです。

17 木

18 金

19 土

21 月

23 水

24 木

25 金

28 月

29 火

30 水

お　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ー

※食材の都合により献立を変更する事があります。

31 木

26 土


