
2020年度　　

おにさんライス カミカミ昆布 牛乳

豚肉と野菜の炒め物 かぼちゃのおやき

えのきとトマトの和風サラダ

キャンディチーズ

みそ汁

ごはん
キャンディー
チーズ

牛乳

さわらの香り焼き 黒ゴマきな粉おはぎ

ひじきとツナの炒め物

みそ汁

オレンジ

ごはん いわしっこ 牛乳

とりつくねの甘辛煮 しらすトースト

野菜の酢の物

ブロッコリーのかつお和え

みそ汁

ビビンバ プルーン 牛乳

中華スープ 米粉のさつまいもドーナツ

バナナ

ふりかけごはん カミカミ昆布 牛乳

サケのヨーグルト味噌焼き みかんゼリー

さつまいもの塩金平

キャベツの浅漬け

すまし汁

高野豆腐の丼ぶり カミカミ昆布 牛乳

具だくさんのみそ汁 ブルーベリーヨーグルト

りんご

ごはん
キャンディー
チーズ

牛乳

サワラのカレー照り焼き ごま金平おやき

もやしのごま和え

青のりポテト

みそ汁

ごはん いわしっこ 牛乳

豆腐チャンプル きなこのラスク

大根サラダ

すまし汁

みかん

ごはん カミカミ昆布 牛乳

アジの南蛮漬け ココアパウンドケーキ

大豆サラダ

かぼちゃのソテー

みそ汁

ごはん カミカミ昆布 牛乳

鶏肉のみそ照り焼き ケークサレ

切干大根煮

ブロッコリーのゆかり和え

すまし汁

カレーライス
キャンディー
チーズ

牛乳

サワーサラダ りんご

キャンディチーズ

15 月

精白米 鶏もも肉 みそ みりん 砂糖 切干し大根 にんじん いんげん うす揚げ
サラダ油 濃口しょうゆ ブロッコリー ゆかり わかめ 青葱 薄口しょうゆ 食塩 こ
んぶ 削り節 牛乳　ホットケーキミックス ベーキングパウダー 豆乳 ウインナー
たまねぎ ピーマン オリーブ油 カレー粉

16 火

精白米 豚肉 鶏肝レバー じゃがいも たまねぎ にんじん ピーマン カレール
ウ（アレルゲンフリー） ウスターソース 濃口しょうゆ 鶏がらスープの素 キャベ
ツ パイン缶 レーズン マヨドレ 豆乳ヨーグルト レモン汁 砂糖 キャンディチー
ズ 牛乳 りんご

11 木 建国記念の日

12 金

精白米 アジ 食塩 こしょう 片栗粉 サラダ油 しょうが 濃口しょうゆ 砂糖 米酢
にんじん キャベツ 大豆 マヨドレ かぼちゃ もやし 青葱 みそ 削り節 こんぶ
牛乳 ホットケーキミックス ベーキングパウダー ココア 絹越豆腐 豆乳

9 火

精白米 さわら カレー粉 本みりん 濃口しょうゆ もやし にんじん にら 白ごま
砂糖 じゃがいも 食塩 青のり 小松菜 うす揚げ みそ こんぶ 削り節 牛乳 白
ごま 片栗粉 ごぼう 料理酒 みりん

10 水

精白米 木綿豆腐 豚肉 にんじん にら もやし サラダ油 食塩 みりん 濃口しょ
うゆ ウスターソース 鶏がらスープ シーチキン だいこん きゅうり コーン 砂糖
米酢 ゆかり わかめ 青葱 薄口しょうゆ こんぶ 削り節 みかん 牛乳 食パン き
な粉 マーガリン

5 金

精白米 ふりかけ さけ 豆乳ヨーグルト みそ 濃口しょうゆ 砂糖 しょうが レモン
汁 しらす さつまいも にんじん ごま油 みりん 食塩 キャベツ 米酢 えのき み
つば 薄口しょうゆ 削り節 こんぶ 牛乳 オレンジジュース クールゼリーの素

8 月

精白米 高野豆腐 鶏ミンチ にんじん しいたけ たまねぎ 小松菜 砂糖 みりん
濃口しょうゆ 片栗粉 さつまいも だいこん キャベツ 青葱 みそ こんぶ 削り節
りんご 牛乳 ヨーグルト みかん缶 パイン缶 ブルーベリージャム

3 水

精白米 鶏ミンチ 青葱 しょうが 料理酒 濃口しょうゆ 片栗粉 みりん 砂糖
きゅうり にんじん キャベツ 米酢 食塩 白ごま ブロッコリー だいこん みそ 削
り節 こんぶ 牛乳 食パン しらす干し 青のり マヨドレ

4 木

精白米 豚ミンチ にんにく しょうが ほうれん草 にんじん もやし コーン サラダ
油 濃口しょうゆ 砂糖 ごま油 白ごま はくさい にら たまねぎ 薄口しょうゆ 鶏
がらスープの素 バナナ 牛乳 上新粉 ベーキングパウダー さつまいも 豆乳

1 月

精白米 グリーンピース 豚肉 にんじん キャベツ もやし ピーマン サラダ油 食
塩 こしょう 砂糖 濃口しょうゆ トマト きゅうり えのき わかめ 米酢 キャンディ
チーズ 木綿豆腐 青葱 みそ 削り節 こんぶ 牛乳 かぼちゃ 片栗粉 上新粉

2 火

精白米 さわら 砂糖 濃口しょうゆ 料理酒 みりん シーチキン ひじき にんじん
いんげん ごま油 キャベツ 青葱 みそ 削り節 こんぶ オレンジ 牛乳 もち米 き
な粉 黒ごま

２月献立表　

給
食 材料

朝
おやつ

おやつ



ふりかけごはん いわしっこ 牛乳

カレイの照り焼き ポンデケージョ

ごぼうサラダ

みそ汁

バナナ

ごはん プルーン 牛乳

豚肉の梅干し煮 にんじんジャムサンド

枝豆サラダ

ふかし芋

みそ汁

ごはん カミカミ昆布 牛乳

たらの味噌煮 パインゼリー

もやしの中華和え

コーンソテー

すまし汁

ごはん カミカミ昆布 牛乳

焼き鳥風ソテー 米粉のにんじんきな粉クッキー

白和え

昆布のおかか煮

みそ汁

ごはん いわしっこ 牛乳

鮭のちゃんちゃん焼き みたらし団子

煮豆

すまし汁

りんご

ごはん プルーン 牛乳

すき焼き風煮 スイートパンプキン

ブロッコリーの酢みそ和え

トマト

すまし汁

ゆかりおにぎり
アンパンマン煎
餅

牛乳

納豆かき揚げ　　　春雨サラダ キャラメルポップコーン

豚肉と大根の炒り煮

みそ汁

みかん

※食材の都合により、献立を変更することがあります。

25 木

精白米 豚肉 焼豆腐 糸こんにゃく はくさい 小松菜 にんじん たまねぎ 長葱
サラダ油 砂糖 濃口しょうゆ シーチキン ブロッコリー じゃがいも コーン みそ
米酢 トマトわかめ 青葱 薄口しょうゆ 食塩 こんぶ 削り節 牛乳 かぼちゃ 豆
乳 黒ごま

26 金

精白米 ゆかり にんじん たまねぎ ごぼう 納豆 さつまいも アミエビ 上新粉
食塩 しょうが サラダ油 はるさめ キャベツ きゅうり 白ごま 米酢 砂糖 豚肉 だ
いこん みりん 濃口しょうゆ しめじ じゃがいも 青葱 みそ 削り節 こんぶ みか
ん 牛乳 ポップコーン キャラメルシュガー

23 火 天皇誕生日

24 水

精白米 鮭 キャベツ たまねぎ ピーマン にんじん サラダ油 みそ 砂糖 濃口
しょうゆ 大豆 こんぶ えのき みつば 薄口しょうゆ 食塩 削り節 りんご 牛乳
白玉粉 絹越豆腐 みりん 片栗粉

19 金

精白米 たら 長葱 みそ みりん 砂糖 もやし わかめ にんじん にら 白ごま 濃
口しょうゆ 米酢 ごま油 コーン 食塩 木綿豆腐 青葱 薄口しょうゆ 削り節 こ
んぶ 牛乳 パインジュース クールゼリーの素

22 月

精白米 鶏もも肉 料理酒 砂糖 みりん 濃口しょうゆ しめじ にんじん ほうれん
草 木綿豆腐 白ごま 食塩 こんぶ 削り節 たまねぎ かぼちゃ 青葱 みそ 牛乳
上新粉 きな粉 片栗粉 サラダ油

17 水

精白米 ふりかけ カラスカレイ みりん 濃口しょうゆ ごぼう 米酢 食塩 砂糖
シーチキン きゅうり にんじん ひじき マヨドレ 白ごま ごま油 かぼちゃ しめじ
青葱 みそ 削り節 こんぶ バナナ 牛乳 じゃがいも チーズ 片栗粉 上新粉

18 木

精白米 豚肉 たまねぎ サラダ油 梅干 濃口しょうゆ 砂糖 みりん えだまめ わ
かめ キャベツ ごま油 米酢 食塩 さつまいも 小松菜 うす揚げ みそ こんぶ
削り節 牛乳 食パン  にんじん りんご マーガリン


