
令和４年度

ごはん 米 アンパンマンビスケット・牛乳 親子丼 米・鶏もも・玉葱・椎茸・人参・卵・ねぎ・醤油・砂糖・片栗粉 おやつ・牛乳
鶏のねぎ塩焼き 鶏もも・食塩・醤油・みりん・酒・ねぎ わかめともやしの味噌汁 わかめ・もやし・人参・玉葱・ねぎ・味噌

ごまネーズサラダ キャベツ・胡瓜・人参・コーン・マヨネーズ・醤油・ごま 人参ケーキ・牛乳 くだもの ぶどうゼリー・牛乳
じゃが芋の味噌汁 じゃが芋・人参・キャベツ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・砂糖・牛乳・卵・人参・バター

くだもの
キャベツチャーハン 米・豚挽肉・キャベツ・ねぎ・コーン・にんにく・ごま油・醤油・鶏がら・食塩 おやつ・牛乳 ごはん 米 ルヴァン・牛乳
わかめスープ わかめ・玉葱・人参・ごま・鶏がら・醤油 牛肉の大和煮 牛ばら・玉葱・生姜・砂糖・醤油・酒

くだもの プリン・牛乳 人参きんぴら 人参・えのき・ごま油・砂糖・醤油・ごま キャベツのクリームペンネ・牛乳
にらの味噌汁 にら・人参・玉葱・豆腐・えのき・味噌 ペンネ・キャベツ・ベーコン・玉葱・バター

くだもの にんにく・小麦粉・牛乳・コンソメ・食塩・パセリ粉

どうぶつビスケット・牛乳 クロワッサン クロワッサン とろベー・牛乳
たけのこハンバーグ 合挽肉・玉葱・たけのこ・パン粉・食塩・ウスター・ケチャップ・砂糖

プリン・牛乳 ポテトサラダ じゃが芋・胡瓜・人参・コーン・マヨネーズ・食塩 焼き味噌おにぎり・牛乳
ミルクスープ キャベツ・玉葱・人参・えのき・ベーコン・コンソメ・醤油・牛乳・バター 米・味噌・砂糖・みりん・醤油・ごま油・ごま

くだもの
ごはん 米 とろべー・牛乳
カレイの照り焼き カレイ・醤油・みりん たけのこちらし寿司 米・酢・砂糖・食塩・油・鶏挽肉・たけのこ・人参・醤油・砂糖・酒・みりん・ごま どうぶつビスケット・牛乳
バンサンスー 春雨・胡瓜・人参・ハム・砂糖・醤油・酢・ごま油・ごま オレンジゼリー・牛乳 カレイのごま焼き カレイ・ごま・黒ごま・醤油・みりん

なめこ汁 なめこ・玉葱・キャベツ・わかめ・ねぎ・味噌 キャベツの中華和え キャベツ・人参・コーン・ごま油・醤油・酢・砂糖 いちごスコーン・牛乳
くだもの 玉葱の味噌汁 玉葱・人参・えのき・豆腐・わかめ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・牛乳・バター・卵

バターロール バターロール マンナビスケット・牛乳 くだもの いちごジャム・グラニュー糖

チキンチャップ 鶏もも・小麦粉・ケチャップ・ウスター・砂糖・みりん ごはん 米 干しぶどう・牛乳
野菜のソテー キャベツ・コーン・しめじ・人参・油・醤油・コンソメ スナックパン・牛乳 豚肉とにらのスタミナ炒め 豚ばら・にら・キャベツ・人参・ごま油・にんにく・醬油・オイスター・酒・片栗粉

人参スープ 人参・豆腐・えのき・わかめ・コンソメ・食塩・バター さつま芋と昆布の煮物 さつま芋・刻み昆布・砂糖・醤油 のりじゃこピザ・牛乳
くだもの しめじの味噌汁 しめじ・玉葱・ねぎ・豆腐・キャベツ・味噌 小麦粉・ホットケーキ粉・水・オリーブ油・食塩・しらす

ごはん 米 干しぶどう・牛乳 くだもの マヨネーズ・ねぎ・味噌・もみのり・チーズ

豚肉とにらの塩炒め 豚肉・にら・キャベツ・もやし・ごま油・にんにく・酒・食塩・鶏がら・片栗粉 ごはん 米 マンナウエハース・牛乳
じゃが芋の中華和え じゃが芋・胡瓜・ハム・砂糖・酢・醤油・ごま油 桃のヨーグルト・牛乳 鶏レバーの甘辛煮 鶏レバー・ごま油・生姜・醤油・砂糖・酒

キャベツの味噌汁 キャベツ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 ヨーグルト・砂糖・桃缶 にらの納豆和え 納豆・にら・キャベツ・人参・醤油・ごま油・砂糖・ごま・もみのり・かつお節 フレンチトースト・牛乳
くだもの 麩の味噌汁 麩・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 フランスパン・卵・牛乳・砂糖・バター

ごはん 米 マンナウエハース・牛乳 くだもの
鶏の甘酢照り焼き 鶏もも・醤油・砂糖・みりん・酒・酢 肉うどん うどん・牛ばら・玉葱・人参・ねぎ・えのき・醤油・みりん おやつ・牛乳
ツナサラダ ツナ・キャベツ・人参・ブロッコリー・マヨネーズ・食塩 スティックパイ・牛乳 チョレギ風サラダ キャベツ・ちくわ・人参・もみのり・醤油・ごま油・ごま

もやしの味噌汁 もやし・人参・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 パイシート・グラニュー糖 くだもの いちごロール・牛乳
くだもの
牛しぐれごはん 米・牛ばら・生姜・油・醤油・砂糖・もみのり おやつ・牛乳
具だくさん汁 豆腐・人参・玉葱・ねぎ・さつま芋・味噌 ごはん 米 ルヴァン・牛乳
くだもの りんごジャムパン・牛乳 チンジャオロース 豚ばら・たけのこ・人参・玉葱・ごま油・にんにく・醤油・砂糖・オイスター・片栗粉

ひじきの煮物 ひじき・人参・油揚げ・ごま・醤油・砂糖・ごま油・かつお節 抹茶小豆ケーキ・牛乳
人参の味噌汁 人参・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・砂糖・卵・牛乳・バター

ごはん 米 ルヴァン・牛乳 くだもの 抹茶・ゆで小豆缶

鶏の梅しそチーズ焼き 鶏もも・醤油・しそ・梅干し・チーズ ハヤシライス 米・牛ばら・玉葱・人参・じゃが芋・ハヤシルウ・油 とろべー・牛乳
切干大根煮 切干大根・人参・醤油・砂糖・かつお節 バナナココアマフィン・牛乳 コールスローサラダ キャベツ・人参・コーン・マヨネーズ・オリーブ油・酢・砂糖

わかめの味噌汁 わかめ・玉葱・豆腐・キャベツ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・砂糖・牛乳・卵・バター 南瓜のチーズ焼き 南瓜・チーズ・パセリ 五平もち・牛乳
くだもの バナナ・ココア くだもの 米・もち米・味噌・砂糖・みりん・酒

春野菜ラーメン 中華麺・豚ばら・キャベツ・たけのこ・玉葱・人参・もやし・ねぎ・醤油・鶏がら・ごま油・食塩 とろベー・牛乳
カレーマカロニサラダ マカロニ・ツナ・人参・胡瓜・キャベツ・マヨネーズ・カレー粉・食塩 ごはん 米 アンパンマンビスケット・牛乳
じゃが芋のそぼろあんかけ じゃが芋・鶏挽肉・醤油・砂糖・片栗粉 梅マヨ昆布おにぎり・牛乳 鮭のみりん漬け焼き 鮭・みりん・酒・醤油

くだもの 米・梅干し・マヨネーズ・塩昆布・ごま ごま味噌和え ほうれん草・キャベツ・人参・味噌・砂糖・醤油・ごま 担々麺・牛乳
にら卵中華スープ にら・豆腐・人参・玉葱・もやし・卵・鶏がら・醤油・片栗粉 中華麺・ごま油・豚挽肉・人参・玉葱・ねぎ・もやし

ごはん 米 どうぶつビスケット・牛乳 くだもの コーン・にんにく・生姜・砂糖・味噌・豆乳・鶏がら・ごま

豚肉と昆布の煮物 豚ばら・ごま油・刻み昆布・酒・醤油・生姜・砂糖 ごはん 米 干しぶどう・牛乳
もみのり和え キャベツ・小松菜・人参・もみのり・醤油 ごまごまサブレ・牛乳 鶏のからあげ 鶏もも・醤油・酒・にんにく・生姜・片栗粉・油

えのきの味噌汁 えのき・玉葱・ねぎ・豆腐・キャベツ・味噌 小麦粉・卵・バター・砂糖・ごま・黒ごま もやしのナムル もやし・人参・胡瓜・ごま油・醤油・酢・砂糖 じゃが丸くん・牛乳
くだもの 豆腐の味噌汁 豆腐・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 じゃが芋・食塩・片栗粉・バター・もみのり

ごはん 米 干しぶどう・牛乳 くだもの
春野菜の卵焼き 卵・たけのこ・キャベツ・玉葱・人参・醤油・砂糖

南瓜の煮物 南瓜・醤油・砂糖 チーズ蒸しパン・牛乳
豚汁 豚ばら・もやし・人参・コーン・キャベツ・ねぎ・味噌・バター ホットケーキ粉・砂糖・牛乳・卵

くだもの クリームチーズ

ごはん 米 アンパンマンビスケット・牛乳
カレイの西京焼き カレイ・味噌・みりん・砂糖・マヨネーズ ドライカレー 米・合挽肉・玉葱・人参・ピーマン・生姜・にんにく・バター おやつ・牛乳
キャベツサラダ キャベツ・胡瓜・人参・ツナ・醤油・酢・砂糖 お花しゅうまい・牛乳 カレー粉・コンソメ・ケチャップ・ウスター

じゃが芋のスープ じゃが芋・人参・玉葱・コーン・キャベツ・コンソメ・食塩・パセリ 豚挽肉・玉葱・コーン・生姜・砂糖・酒・食塩 コンソメスープ 玉葱・人参・キャベツ・じゃが芋・コンソメ・食塩 青りんごゼリー・牛乳
くだもの 醤油・片栗粉・ごま油・しゅうまいの皮 くだもの

☆献立内容や材料の変更がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
☆プリン、マヨネーズは卵不使用のものを使用しています。
☆今月は旬の食材としてキャベツ、玉葱、たけのこ、にら、いちごなどを取り入れています。
☆朝おやつに週に２回カミカミおやつとして、とろべーと干しぶどうを取り入れています。
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