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ごはん 干菓子 牛乳

とりつくねの甘辛煮 メロンパン

きゃべつのごま和え

昆布のおかか煮

みそ汁

ちらし寿司ケーキ 干菓子 牛乳

ポテトサラダ

菜の花のすまし汁

ブロッコリーのゆかり和え

そうめん

ごはん 干菓子 牛乳

あじの塩焼き ふのきなこラスク

ゆかり和え

煮豆

さつま汁

味噌ラーメン 干菓子 牛乳

切干大根とツナのサラダ

りんご

ごはん 干菓子 牛乳

サケの洋風照り焼き ピーチゼリー

ひじきとツナの炒め物

トマト

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

納豆かき揚げ ブルーベリーヨーグルト

白菜とじゃこの酢の物

みそ汁

オレンジ

ごはん 干菓子 牛乳

豚肉のりんごソース煮

彩り野菜サラダ

じゃこのマリネ

中華スープ

ごはん 干菓子 牛乳

さばのごま味噌煮 ふわふわかぼちゃケーキ

小松菜のポン酢和え

ふかし芋

すまし汁

干菓子 牛乳

担々麺 フルーチェ

わかめサラダ

みそ汁

りんご

ふりかけごはん 干菓子 牛乳

タラのコーンマヨネーズ焼き

チンゲン菜のごま和え

かぼちゃのソテー

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

ハンバーグ

大根とトマトのサラダ

コーンソテー

コンソメスープ

ごはん 干菓子 牛乳

豚肉と大根の煮物

千草つくね

みそ汁

りんご

　　　　　　お弁当給食 干菓子 牛乳

ナゲットのケチャップ添え　　 りんごゼリー

ツナサラダ

茹でブロッコリー　　　　みそ汁

二種おにぎり　　わかめ　のりたま

いちご　　オレンジ

きのこのカレーライス 干菓子 牛乳

フルーツサラダ

キャンディチーズ

ごはん 干菓子 牛乳

鶏肉のバーベキュー焼き スイートポテト

もやしのおかか和え

みそ汁

オレンジ

ごはん 干菓子 牛乳

豚肉の梅干し煮 レモンのラスク

大根のナムル

じゃがバター

みそ汁

ベーコンのクリームスパゲティ 干菓子 牛乳

コーンサラダ

バナナ

ごはん 干菓子 牛乳

さけのあかね焼き

高野豆腐のごま和え

ブロッコリーのゆかり和え

みそ汁

ロールパン 干菓子 牛乳

かぼちゃコロッケ

大豆サラダ

ポトフ

　　　　　　お別れ給食 牛乳

フライドポテト

31 火

27 金

精白米 さけ しょうが 料理酒 ケチャップ みりん 砂
糖 しょうゆ 高野豆腐 はくさい にんじん 白ごま ご
ま油 酢 ブロッコリー ゆかり たまねぎ さつまいも
青葱 みそ 削り節 こんぶ 牛乳 薄力粉 豚ミンチ
キャベツ 小松菜

30 月

ロールパン かぼちゃ たまねぎ にんじん 豚ミンチ
食塩 薄力粉 パン粉 サラダ油 ケチャップ きゅうり
キャベツ　ウイニー 大豆 マヨネーズ 砂糖 酢 だい
こん しめじ コーン コンソメ しょうゆ パセリ

25 水

精白米 豚肉 梅干 砂糖 みりん しょうゆ だいこん
にんじん 小松菜 酢 ごま油 じゃがいも マーガリン
青のり しめじ 玉ねぎ 青葱 みそ 削り節 こんぶ 牛
乳 食パン レモン汁

26 木

スパゲティ ベーコン たまねぎ にんじん しめじ グ
リーンピース サラダ油 シチューミックス 牛乳
キャベツ コーン きゅうり 食塩 酢 砂糖 バナナ

23 月

精白米 豚肉 鶏レバー じゃがいも たまねぎ にんじ
ん しめじ えのき まいたけ グリーンピース カレー
ルウ 牛乳 パイン缶 みかん缶 キャベツ きゅうり 砂
糖 酢 サラダ油 キャンディチーズ フライドポテト

24 火

精白米 鶏もも肉 たまねぎ にんにく ケチャップ ウ
スターソース 砂糖 もやし にんじん かつお節 みり
ん しょうゆ キャベツ 青葱 みそ 削り節 こんぶ オ
レンジ 牛乳 さつまいも マーガリン

19 木

精白米 ふりかけ 鶏ひき肉　ケチャップ　塩　小麦
粉　玉ねぎ　ツナ缶　にんじん　コーン　キャベツ
ブロッコリー　塩　かつお・昆布だし　みそ　わか
め　豆腐　ねぎ　オレンジ　いちご

20 金 春分の日

17 火

精白米 合ミンチ 木綿豆腐 たまねぎ にんじん 料理
酒 パン粉 食塩 ケチャップ だいこん トマト しらす
干し 砂糖 酢 サラダ油 コーン マーガリン キャベツ
コンソメ

18 水

精白米 豚肉 だいこん にんじん ピーマン しょうが
サラダ油 砂糖 しょうゆ みりん 片栗粉  シーチキン
たまねぎ しいたけ 料理酒 小松菜 うす揚げ みそ こ
んぶ 削り節 りんご 牛乳

13 金

16 月

精白米 ふりかけ たら 食塩 薄力粉 マヨネーズ コー
ンクリーム缶 粉チーズ チンゲンサイ キャベツ え
のき にんじん 白ごま 砂糖 しょうゆ こんぶ 削り節
だいこん みそ 牛乳

11 水

精白米 さば しょうが 白ごま 砂糖 料理酒 みりん
みそ 小松菜 にんじん えのき しょうゆ 酢 さつまい
も おつゆふ わかめ 削り節 食塩 こんぶ 牛乳 かぼ
ちゃ ホットケーキミックス マーガリン

12 木

中華麺 豚肉 茹で竹の子 にんじん たまねぎ ピーマ
ン サラダ油 鶏ガラスープの素 砂糖 みそ しょうゆ
しょうが わかめ ブロッコリー コーン 酢 ごま油 え
のき 青葱 削り節 こんぶ りんご 牛乳 フルーチェ

9 月

精白米 にんじん たまねぎ ごぼう 納豆 さつまいも
アミエビ 薄力粉 食塩 しょうが サラダ油 はくさい
しらす干し わかめ 砂糖 酢 しょうゆ なめこ うす揚
げ みそ 削り節 こんぶ オレンジ 牛乳 ヨーグルト
みかん缶 パイン缶 ブルーベリージャム

10 火

精白米 豚肉 たまねぎ りんご しょうが 料理酒 みそ
しょうゆ キャベツ コーン 赤パプリカ 砂糖 食塩 酢
サラダ油 かえりちりめん 白ごま みりん 小松菜 え
のき 牛乳 食パン マーガリン にんじん

5 木

中華めん 豚肉 キャベツ たまねぎ にら もやし コー
ン 食塩 ごま油 しょうゆ 鶏ガラスープの素 みそ 切
干し大根 きゅうり にんじん シーチキン 酢 砂糖 り
んご 牛乳

6 金

精白米 さけ マーガリン しょうゆ みりん シーチキ
ン ひじき にんじん いんげん ごま油 砂糖 トマト
小松菜 木綿豆腐 みそ こんぶ 削り節 牛乳  ピーチ
ジュース クールゼリーの素

3 火

精白米 こんぶ にんじん れんこん 高野豆腐 しょう
ゆ 料理酒 砂糖 みりん 干ししいたけ ちりめんじゃ
こ  焼きのり 酢 食塩スナップエンドウ　鮭　そう
めん　卵　手まり麩 鶏ひき肉　ス　菜の花

4 水

精白米 さば 食塩 キャベツ にんじん シーチキン 大
豆 砂糖 しょうゆ さつまいも だいこん たまねぎ 青
葱 みそ こんぶ 削り節 牛乳 おつゆふ マーガリン
グラニュー糖 きな粉

2 月

精白米 鶏ミンチ 青葱 しょうが 料理酒 しょうゆ 片
栗粉 みりん 砂糖 キャベツ にんじん コーン 白ごま
おつゆふ わかめ みそ こんぶ 削り節 牛乳 ホット
ケーキミックス マーガリン グラニュー糖
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