
令和4年　　

ごはん 干菓子 牛乳

鶏のさっぱり煮 ココア蒸しパン

もやしのごま和え

昆布のおかか煮

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

サバの梅干煮 ロッククッキー

酢みそ和え

じゃがバター

すまし汁

坦々麺 干菓子 牛乳

トマトときゅうりの中華和え いちごジャムサンド

バナナ

ごはん 干菓子 牛乳

タラのカレームニエル むしいも

ツナサラダ

コーンソテー

みそ汁

ロールパン 干菓子 牛乳

ミンチカツ みるくくずもち

マカロニサラダ

コンソメスープ

マーボー丼 干菓子 牛乳

わかめスープ ヨーグルトゼリー

りんご

ふりかけごはん 干菓子 牛乳

たらのコーンマヨネーズ焼き さつまいものおやき

ゆかり和え

かぼちゃソテー

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

肉じゃが シュガーラスク

もやしとほうれん草の和え物

じゃこのマリネ

すまし汁

ごはん 干菓子 牛乳

鮭の香り焼き フルーチェ

五目炒り煮

みそ汁

みかん

ごはん 干菓子 牛乳

みそ焼肉 コーンパン

酢の物

すまし汁

りんご

冬野菜カレーライス 干菓子 牛乳

フルーツサラダ マカロニきなこ

キャンディチーズ

ごはん 干菓子 牛乳

サバの塩焼き りんごゼリー

ひじきの煮物

みそ汁

オレンジ

ごはん 干菓子 牛乳

豆腐チャンプル パインケーキ

大根とトマトのサラダ

昆布のおかか煮

すまし汁

ふりかけごはん 干菓子 牛乳

あじの竜田揚げ ブルーベリーヨーグルト

コーンサラダ

みそ汁

バナナ

ごはん 干菓子 牛乳

豚肉の梅干し煮 ピザポテト

切干大根とツナのサラダ

煮豆

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

サバのごま味噌焼き 麩のきな粉ラスク

わかめサラダ

トマト

すまし汁

雪だるまごはん 干菓子 牛乳

焼き鳥風ソテー スペシャルマフィン

三色和え

みそ汁

みかん

ごはん 干菓子 牛乳

鮭の味噌マヨネーズ焼き かぼちゃドーナツ

高野豆腐のごま和え

ふかし芋

すまし汁

イタリアンスパゲティ 干菓子 牛乳

コンソメスープ 五平餅

キャンディチーズ31 金

スパゲティ ウインナー たまねぎ にんじん ピーマン サラ
ダ油 ケチャプ コーン キャベツ じゃがいも キャンディ
チーズ 牛乳 もち米　みそ　しょうゆ　コンソメ　パセリ
精白米　黒ゴマ　みりん　砂糖

30 木

精白米  さけ みそ マヨネーズ 高野豆腐 はくさい にん
じん　しょうゆ　酢 白ごま 砂糖 ごま油 キャベツ えのき
みつば 削り節 こんぶ 牛乳 かぼちゃ ホットケーキミック
ス サラダ油

28 火

精白米 さば みそ 砂糖 白ごま しょうが　しょうゆ　料理
酒　酢 わかめ ブロッコリー コーン ごま油 トマト しめじ
にら 削り節 こんぶ 牛乳 おつゆふ バター グラニュー
糖 きな粉

29 水

精白米 さくらでんぶ 焼きのり 鶏もも肉 砂糖　料理酒
みりん　しょうゆ キャベツ にんじん  サラダ油 こまつな
たまねぎ みそ こんぶ 削り節 みかん 牛乳 ホットケーキ
ミックス ホイップクリーム

27 月

精白米 豚肉 たまねぎ 梅干 砂糖　みりん　しょうゆ　酢
切干しだいこん きゅうり にんじん シーチキン ごま油 大
豆 なめこ わかめ みそ 削り節 こんぶ 牛乳 ポテト ケ
チャプ コーン チーズ

23 木

精白米 木綿豆腐　豚肉 にんじん にら もやし サラダ油
みりん　塩　しょうゆ　ウスターソース　鶏ガラスープの素
酢 だいこん トマト しらす干し 砂糖 こんぶ 削り節 おつ
ゆふ 青葱 牛乳 薄力粉  マーガリン パイン缶　ベーキ
ングパウダー

24 金

精白米 あじ 砂糖 片栗粉 サラダ油 キャベツ コーン
しょうゆ　みりん　酢　塩 にんじん たまねぎ かぼちゃ 青
葱 みそ 削り節 こんぶ バナナ 牛乳 ヨーグルト みかん
缶 パイン缶 ブルーベリージャム

21 火

精白米 豚肉 鶏レバー たまねぎ さといも にんじん ご
ぼう だいこん グリーンピース　酢　カレールー 牛乳 パ
イン缶 みかん缶 キャベツ 砂糖 サラダ油 キャンディ
チーズ マカロニ きな粉

22 水

精白米  さば ひじき にんじん　塩　しょうゆ　 大豆 さや
いんげん ごま油 砂糖 たまねぎ しめじ 青葱 みそ 削り
節 こんぶ オレンジ 牛乳 りんごジュース　クールゼリー
の素

20 月

精白米 豚肉 たまねぎ にんじん　しょうゆ　料理酒　酢
塩 ごま油 みそ わかめ キャベツ しらす干し 砂糖 木綿
豆腐 青葱 削り節 こんぶ りんご 牛乳 コーン ハム ホッ
トケーキミックス  マヨネーズ

16 木

精白米 豚肉 じゃがいも たまねぎ にんじん 糸こんにゃ
く 三度豆 サラダ油 砂糖　しょうゆ　みりん　酢　 もやし
ほうれんそう 白ごま 煮干し 白ごま わかめ 青葱 こんぶ
削り節 牛乳 食パン　マーガリン グラニュー糖

17 金

精白米 鮭 砂糖 白ごま　しょうゆ　料理酒　みりん　 大
豆 にんじん ごぼう 板こんにゃく 三度豆 サラダ油 キャ
ベツ 青葱 みそ 削り節 こんぶ みかん 牛乳 フルーチェ

14 火

精白米 木綿豆腐 豚ミンチ しょうが にんじん たまねぎ
にら ごま油  砂糖 みそ 片栗粉　しょうゆ　鶏ガラスープ
の素 わかめ  青葱 りんご 牛乳 ヨーグルト クールゼリー
の素

15 水

精白米 たら 薄力粉 マヨネーズ コーンクリーム缶　塩
こしょう　粉チーズ　ゆかり キャベツ にんじん シーチキ
ン　かぼちゃ 木綿豆腐 こまつな みそ こんぶ 削り節 牛
乳 さつまいも 砂糖 片栗粉 マーガリン 黒ごま

13 月 成人の日

9 木

精白米 タラ 薄力粉　塩　酢　　カレー粉　ウスターソー
ス バター ケチャプ キャベツ シーチキン きゅうり 砂糖
サラダ油 コーン マーガリン こまつな うす揚げ みそ こ
んぶ 削り節 牛乳 さつまいも

10 金

ロールパン　豚ミンチ 木綿豆腐 たまねぎ ピーマン パ
ン粉　塩 薄力粉 サラダ油 トマトケチャプ　コンソメ　パ
セリ マカロニ キャベツ きゅうり 砂糖 マヨネーズ しめじ
にんじん  牛乳

7 火

精白米  さば 梅干　みりん　しょうゆ　酢　塩 砂糖 シー
チキン にんじん キャベツ みそ じゃがいも マーガリン
あおのり えのき みつば 削り節 こんぶ 牛乳 薄力粉
レーズン コーンフレーク ベーキングパウダー

8 水

中華めん 豚肉 たまねぎ にんじん 長葱 にんにく しょう
が　しょうゆ　鶏ガラスープの素　料理酒　酢 ごま油 み
そ 砂糖  トマト きゅうり わかめ バナナ 牛乳 食パン い
ちごジャム

3 月

精白米 鶏もも肉 砂糖 もやし にんじん 白ごま こんぶ
削り節 キャベツ 青葱 みそ　酢　しょうゆ 牛乳 ホット
ケーキミックス　マーガリン ミルクココア

１月献立表

給
食 材料

朝おや
つ

おやつ


