
令和４年度

ごはん 米 マンナウエハース・牛乳 梅じゃこチャーハン 米・豚ばら肉・しらす・梅干し・玉葱・ねぎ・ごま油・醤油・にんにく・ごま おやつ・牛乳
チャプチェ 牛ばら肉・玉葱・人参・春雨・ねぎ・中華だし・醤油・砂糖・にんにく・ごま 五目味噌汁 豆腐・茄子・玉葱・人参・えのき・味噌

南瓜の煮物 南瓜・砂糖・醤油 食パンラスク・牛乳 くだもの あんぱん・牛乳
キャベツの味噌汁 キャベツ・油揚げ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 食パン・バター・グラニュー糖

くだもの
カレーピラフ 米・豚挽肉・玉葱・人参・コーン缶・カレー粉・塩・コンソメ・パセリ粉おやつ・牛乳
コンソメスープ 玉葱・人参・キャベツ・ほうれん草・えのき・コンソメ・バター・塩

くだもの いちごロール・牛乳

ごはん 米 ルヴァン・牛乳 ごはん 米 とろべー・牛乳
鶏の塩こうじ焼き 鶏もも肉・塩こうじ・にんにく 鶏レバーの甘辛煮 鶏レバー・ごま油・生姜・醤油・砂糖・酒

切干大根の煮物 切干大根・人参・油揚げ・醤油・砂糖・みりん ジャージャー麺・牛乳 切干大根のパリパリ炒め 切干大根・ベーコン・にら・酒・醤油・ごま油 焼きビーフン・牛乳
わかめの味噌汁 わかめ・玉葱・キャベツ・ねぎ・味噌 中華麺・ごま油・豚挽肉・人参・玉葱・ねぎ 人参の味噌汁 人参・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 ビーフン・豚ばら肉・玉葱・人参・ピーマン

くだもの 胡瓜・砂糖・味噌・醤油・片栗粉 くだもの ごま油・醤油・中華だし

レーズンパン レーズンパン とろべー・牛乳 黒糖パン 黒糖パン アンパンマンビスケット・牛乳
カレイのムニエルトマトソース カレイ・小麦粉・塩・バター・トマト・醤油・みりん・パセリ粉 チーズハンバーグ 合挽肉・玉葱・パン粉・牛乳・ピザチーズ・ケチャップ・ソース・砂糖

ジャーマンポテト じゃが芋・玉葱・ベーコン・コンソメ・塩・バター 南瓜おはぎ・牛乳 ツナサラダ キャベツ・人参・胡瓜・ツナ・マヨネーズ・塩 しそわかめおにぎり・牛乳
レタススープ レタス・鶏挽肉・人参・玉葱・コーン缶・コンソメ・牛乳 米・もち米・南瓜・きな粉・砂糖・塩 南瓜のポタージュ 南瓜・ベーコン・人参・玉葱・とうもろこし・コンソメ・牛乳・バター 米・炊き込みわかめ・大葉・ごま

くだもの くだもの
ごはん 米 アンパンマンビスケット・牛乳 ごはん 米 干しぶどう・牛乳
豚肉の生姜焼き 豚ばら肉・玉葱・生姜・醤油・みりん・酒・油 鶏の唐揚げ 鶏もも肉・塩・醤油・にんにく・生姜・片栗粉・油

ピーマンの中華炒め ピーマン・人参・醤油・オイスター・中華だし・生姜・砂糖・ごま ココアスティックパイ・牛乳 和風サラダ 胡瓜・キャベツ・わかめ・トマト・醤油・油・酢・砂糖・かつお節 人参ホットケーキ・牛乳
南瓜の味噌汁 南瓜・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 パイシート・グラニュー糖・ココア 麩の味噌汁 麩・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・人参・豆腐・牛乳・砂糖

くだもの くだもの バター

七夕＆誕生会 マンナビスケット・牛乳 ごはん 米 マンナビスケット・牛乳
とうもろこしごはん 米・とうもろこし・塩・酒・醤油・バター カレイの西京焼き カレイ・味噌・みりん・砂糖・マヨネーズ

鶏のしそ焼き 鶏もも肉・大葉・醤油・酒・みりん・砂糖 レモンサブレ・牛乳 栄養きんぴら 鶏挽肉・ごぼう・人参・竹輪・油揚げ・いんげん・醤油・砂糖・みりん・ごまバナナきな粉・牛乳
春雨サラダ 春雨・胡瓜・人参・ハム・酢・醤油・砂糖・ごま油・ごま バター・小麦粉・砂糖・レモン おくらの味噌汁 おくら・人参・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 バナナ・きな粉・砂糖・塩

冬瓜の味噌汁 冬瓜・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 くだもの
くだもの ちゃんぽんうどん うどん・豚ばら肉・玉葱・キャベツ・もやし・にら・醤油・中華だし おやつ・牛乳
ごはん 米 干しぶどう・牛乳 きゅうりの塩昆布和え キャベツ・胡瓜・塩昆布・みりん

鮭のみりん漬け焼き 鮭・酒・みりん・醤油 くだもの プリン・牛乳
胡瓜の納豆和え 納豆・胡瓜・キャベツ・人参・醤油・砂糖・梅干し・ごま・もみのり しそ入りお花しゅうまい・牛乳
えのきの味噌汁 えのき・玉葱・ねぎ・豆腐・キャベツ・味噌 豚挽肉・玉葱・コーン缶・生姜・砂糖・酒

くだもの 大葉・醤油・片栗粉・ごま油・しゅうまいの皮 ごはん 米 ルヴァン・牛乳
みそすき丼 米・豚ばら肉・人参・えのき・白滝・ねぎ・味噌・砂糖・醤油・みりん おやつ・牛乳 梅ジンジャーポーク 豚ばら肉・玉葱・もやし・キャベツ・梅干し・生姜・醤油・砂糖・みりん

すまし汁 豆腐・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・醤油 ひじきの煮物 ひじき・人参・竹輪・醤油・砂糖・ごま・かつお節 鮭とじゃがいものおやき・牛乳
くだもの ぶどうゼリー・牛乳 なすの味噌汁 茄子・玉葱・油揚げ・わかめ・ねぎ・味噌 じゃが芋・鮭フレーク・青のり・片栗粉

くだもの マヨネーズ

ごはん 米 とろべー・牛乳
ごはん 米 ルヴァン・牛乳 カレイの塩だれ焼き カレイ・ねぎ・にんにく・砂糖・レモン汁・酒・塩

牛肉と茄子のオイスター炒め 牛ばら肉・茄子・人参・醤油・オイスター・砂糖・酢・ごま油 おくらのごま和え おくら・人参・キャベツ・醤油・ごま・かつお節 焼きとうもろこし・牛乳
じゃが芋のおかか煮 じゃが芋・醤油・砂糖・かつお節 りんごのおからケーキ・牛乳 厚揚げの味噌汁 厚揚げ・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 とうもろこし・醤油・砂糖

豆腐の味噌汁 豆腐・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・りんご・おから・牛乳 くだもの
くだもの バター なすのボロネーゼ スパゲティ・合挽肉・茄子・玉葱・人参・ケチャップ・トマトピューレ どうぶつビスケット・牛乳
ちゃんぽん麺 中華麺・豚ばら肉・キャベツ・玉葱・人参・もやし・ねぎ・中華だし・醤油 とろべー・牛乳 ウスター・砂糖・塩

金時豆の煮物 金時豆・砂糖・醤油 南瓜のチーズ焼き 南瓜・ピザチーズ・パセリ粉 鉄分たっぷりおにぎり・牛乳
レタスチョレギサラダ レタス・人参・胡瓜・竹輪・もみのり・醤油・ごま油・ごま 鮭のライスグラタン・牛乳 キャベツの梅マヨサラダ キャベツ・人参・胡瓜・梅干し・マヨネーズ・醤油・ごま 米・豚もも肉・人参・ひじき・油揚げ

くだもの 米・牛乳・鮭フレーク・コーン缶・青のり くだもの 醤油・砂糖・酒

ピザチーズ ごはん 米 干しぶどう・牛乳
ごはん 米 どうぶつビスケット・牛乳 オニオンポークソテー 豚ロース肉・玉葱・醤油・みりん・砂糖・にんにく

鶏のマーマレード焼き 鶏もも肉・砂糖・醤油・マーマレードジャム モロヘイヤの和えもの モロヘイヤ・キャベツ・人参・もみのり・ごま・醤油 梅のゼリー・牛乳
ピーマンとツナの中華和え ピーマン・人参・ツナ・醤油・中華だし・砂糖・ごま油・かつお節 桃のレアチーズケーキ風・牛乳 じゃが芋の味噌汁 じゃが芋・人参・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 梅シロップ（りす組さんの手作り）

なめこ汁 なめこ・玉葱・キャベツ・わかめ・ねぎ・味噌 桃缶・ヨーグルト・牛乳・ゼラチン・砂糖 くだもの 砂糖・寒天

くだもの レモン汁 ごはん 米 マンナウエハース・牛乳
ごはん 米 干しぶどう・牛乳 鮭の味噌生姜焼き 鮭・味噌・みりん・酒・生姜

カレイのコーンマヨ焼き カレイ・小麦粉・マヨネーズ・クリームコーン缶・粉チーズ 冬瓜のそぼろあんかけ 冬瓜・豚挽肉・醤油・砂糖・片栗粉 スイートパンプキン・牛乳
人参きんぴら 人参・えのき・砂糖・醤油・ごま・ごま油 夏野菜のピザ・牛乳 もやしスープ もやし・人参・しいたけ・玉葱・ねぎ・醤油・酒・中華だし 南瓜・砂糖・牛乳・バター

冬瓜の中華スープ 冬瓜・鶏挽肉・玉葱・人参・ねぎ・中華だし・塩・ごま 小麦粉・塩・オリーブ油・茄子・ズッキーニ・ピーマン くだもの
くだもの コーン缶・ベーコン・ケチャップ・ウスター・ピザチーズ 五目混ぜごはん 米・ごぼう・人参・しいたけ・糸こんにゃく・醤油・みりん おやつ・牛乳
わくわくフェスタ マンナウエハース・牛乳 玉葱の味噌汁 玉葱・えのき・油揚げ・わかめ・ねぎ・味噌

夏野菜カレー 米・鶏もも肉・南瓜・茄子・人参・玉葱・おくら・バター・カレールウ くだもの りんごジャムパン・牛乳
ヨーグルトサラダ キャベツ・胡瓜・りんご・ハム・ヨーグルト・マヨネーズ たこやき風おにぎり・牛乳 土
ズッキーニとえのきのソテー ズッキーニ・えのき・人参・オリーブ油・塩・ガーリックパウダー 米・塩・醤油・生姜・キャベツ・ねぎ・ごま油

くだもの ソース・ケチャップ・青のり・かつお節

☆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・パン・加工肉・麺類は全て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南瓜・茄子・おくら・冬瓜・胡瓜・ピーマン・とうもろこし・大葉・トマト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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