
令和4年度

ごはん 米 干し芋 ごはん 米 プルーン
八宝菜 豚ばら・白菜・人参・玉葱・椎茸・生姜・にんにく・ごま油・鶏がら・塩・醤油・砂糖・片栗粉 鯖のカレーパン粉焼き 鯖・塩・酒・パン粉・カレー粉・パセリ・オリーブ油

大根サラダ 大根・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・ハム・かつお節・酢・醤油・ごま油 バナナパイ 栄養きんぴら 鶏ひき肉・ごぼう・人参・竹輪・油揚げ・酒・醤油・砂糖・みりん・ごま ラスク
中華スープ 豆腐・人参・玉葱・もやし・ねぎ・鶏がら・醤油 パイシート・グラニュー糖・バナナ 大根の味噌汁 大根・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 フランスパン・バター・グラニュー糖

くだもの くだもの
ごはん 米 どうぶつビスケット ごはん 米 クラッカー
鶏のさっぱり煮 鶏もも・生姜・酒・みりん・砂糖・醤油・酢 豆腐チャンプルー 豚もも・豆腐・しめじ・人参・ｷｬﾍﾞﾂ・鶏がら・醤油・酒・みりん

人参きんぴら 人参・エリンギ・えのき・砂糖・ごま油・醤油・ごま コーンチーズ蒸しパン 南瓜の洋風煮 南瓜・コーン・砂糖・醤油・バター きな粉団子
さつま芋の味噌汁 さつま芋・玉葱・ｷｬﾍﾞﾂ・人参・味噌 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・・牛乳・チーズ・コーン 人参スープ 人参・ｷｬﾍﾞﾂ・えのき・わかめ・コンソメ・醤油 白玉粉・豆腐・きな粉・砂糖・塩

くだもの くだもの
炊き込みちらし寿司 米・鶏ひき肉・油揚げ・人参・蓮根・のり・ごま・酢・砂糖・食塩・酒・みりん クラッカー
カレイの梅味噌焼き かれい・梅干し・味噌・砂糖・醤油・酒

もやしのあえ物 もやし・切干大根・胡瓜・人参・ごま・酢・醤油・砂糖・ごま油 さくらもち
花麩のすまし汁 花麩・えのき・玉葱・みつば・わかめ・醤油・食塩 白玉粉・小麦粉・砂糖・ゆで小豆缶

くだもの 食紅 ごはん 米 とろべー
野菜たっぷりうどん うどん・豚ばら・人参・もやし・白菜・玉葱・しめじ・醤油・みりん・酒・塩 おやつ 豚肉の鉄火煮 豚ばら・ごぼう・人参・にら・味噌・砂糖・醤油

もみのり和え 小松菜・キャベツ・のり・醤油 納豆和え ほうれん草・ｷｬﾍﾞﾂ・人参・納豆・醤油・のり・ごま 小倉抹茶ケーキ
くだもの いちごロール なめこ汁 なめこ・玉葱・ｷｬﾍﾞﾂ・わかめ・ねぎ・味噌 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・牛乳・抹茶・ゆで小豆缶

くだもの バター

ごはん 米 アンパンマンビスケット
のりマヨチキン 鶏もも・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・にんにく・塩・のり

菜の花のおかか和え 菜の花・人参・ｷｬﾍﾞﾂ・醤油・砂糖・かつお節 ミニピザ
南瓜の味噌汁 南瓜・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 ルヴァン・コーン・ﾍﾞｰｺﾝ・チーズ ごはん 米 どうぶつビスケット
くだもの ｹﾁｬｯﾌﾟ 鶏の味噌チーズ焼き 鶏もも・味噌・みりん・砂糖・チーズ

ラーメン ちゃんぽん麵・豚ばら・玉葱・人参・ｷｬﾍﾞﾂ・もやし・ねぎ とろべー 切干大根煮 切干大根・人参・油揚げ・醤油・砂糖・かつお節・みりん 大学芋
醤油・鶏がら・ごま油・塩 すまし汁 えのき・玉葱・わかめ・ねぎ・豆腐・醤油・塩 さつま芋・油・砂糖・醤油・黒ごま

金時豆煮 金時豆・砂糖・醤油 鮭と菜の花のおにぎり くだもの
ツナサラダ ツナ・ｷｬﾍﾞﾂ・人参・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・ﾏﾖﾈｰｽﾞ 米・鮭フレーク・菜の花・酒・ごま油 ごはん 米 干し芋
くだもの 醤油・ごま かれいのみりん漬け焼き かれい・みりん・酒・醤油 おやつバイキング

マンナウエハース 菜の花のツナ和え 菜の花・ツナ・キャベツ・醤油・砂糖 バナナサンド（食パン・バナナ・ホイップクリーム）

豚汁 豚ばら・大根・豆腐・さつま芋・人参・ねぎ・味噌 マカロニきな粉（マカロニ・きな粉・砂糖・塩）

ハムチーズトースト くだもの お好み焼き（小麦粉・キャベツ・にら・豚ばら・チーズ・お好みソース）

食パン・ハム・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・チーズ・玉葱 ミートスパゲティ スパゲティ・合挽肉・玉葱・人参・にんにく・小麦粉・ｹﾁｬｯプ かえり
トマトピューレ・ウスター・砂糖・塩

ごはん 米 かえり ジャーマンポテト じゃが芋・ﾍﾞｰｺﾝ・玉葱・パセリ・塩・油 梅マヨ昆布おにぎり
鮭の幽庵焼き 鮭・みりん・醤油・酒・レモン果汁 キャベツのしらす和え キャベツ・胡瓜・しらす・醤油・ごま 米・梅干し・塩昆布・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ごま

あすっこの和え物 あすっこ・ｷｬﾍﾞﾂ・人参・のり・ごま・醤油 りんご紅茶ケーキ くだもの
和風ポトフ 鶏もも・じゃが芋・人参・玉葱・ｷｬﾍﾞﾂ・バター・醤油・鶏がら・パセリ ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・紅茶・りんご・砂糖 春キャベツの味噌丼 米・豚ばら・食塩・キャベツ・人参・玉葱・もやし・味噌・砂糖・醤油・油 おやつ
くだもの 牛乳・バター じゃが芋のスープ じゃが芋・人参・玉葱・ｷｬﾍﾞﾂ・コンソメ・パセリ

ごはん 米 ルヴァン くだもの りんごジャムパン
豚肉のオイスター炒め 豚ばら・ピーマン・ｷｬﾍﾞﾂ・しめじ・ねぎ・酒・オイスター・醤油・砂糖・ごま油

さつま芋の甘煮 さつま芋・砂糖・醤油 焼きうどん バターロール バターロール プルーン
白菜の味噌汁 白菜・えのき・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 うどん・豚ばら・チンゲン菜・人参・しめじ チーズハンバーグ 合挽肉・玉葱・チーズ・パン粉・塩・中濃ソース・ｹﾁｬｯプ・砂糖

くだもの 玉葱・焼きそばソース マカロニサラダ マカロニ・ハム・人参・胡瓜・ｷｬﾍﾞﾂ・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・醤油 五平もち
中華風ごはん 米・焼豚・人参・筍・コーン・オイスター・醤油・ごま油・塩 おやつ 野菜スープ 人参・椎茸・えのき・ｷｬﾍﾞﾂ・鶏がら・醤油 米・砂糖・味噌・みりん・酒

白菜のしゃきしゃき和え 白菜・人参・ｷｬﾍﾞﾂ・醤油・ごま くだもの
えのきスープ えのき・ｷｬﾍﾞﾂ・人参・玉葱・鶏がら・塩 芋パン ごはん 米 アンパンマンビスケット
くだもの のり塩からあげ 鶏もも・酒・塩・鶏がら・にんにく・生姜・片栗粉・油・青のり

じゃこあえ ほうれん草・ｷｬﾍﾞﾂ・人参・ごま・醤油・しらす ルヴァンサンド
ごはん 米 マンナビスケット じゃが芋の味噌汁 じゃが芋・人参・玉葱・ｷｬﾍﾞﾂ・わかめ・ねぎ・味噌 ルヴァン・いちごジャム

鶏レバーの味噌煮 鶏レバー・生姜・味噌・砂糖・みりん・酒 くだもの
小松菜のナムル 小松菜・もやし・人参・コーン・醤油・酢・砂糖ごま油・ごま じゃが丸くん ごはん 米 とろべー
ねぎゴマスープ キャベツ・春雨・豚ひき肉・ねぎ・生姜・ごま・酒・醤油・鶏がら じゃが芋・塩・片栗粉・ﾏﾖﾈｰｽﾞ 豚肉と野菜の甘辛炒め 豚ばら・玉葱・ｷｬﾍﾞﾂ・もやし・生姜・醤油・砂糖・みりん・ごま油

くだもの のり さつま芋サラダ さつま芋・胡瓜・人参・コーン・ﾏﾖﾈｰｽﾞ ボーロ
ごはん 米 とろべー 厚揚げの味噌汁 厚揚げ・玉葱・えのき・ねぎ・わかめ・味噌 小麦粉・バター・油・砂糖

牛肉のスタミナ炒め 牛ばら・ｷｬﾍﾞﾂ・人参・玉葱・にんにく・醤油・酒ごま油・オイスター くだもの
三色和え 胡瓜・もやし・人参・砂糖・醤油・ごま さつま芋ケーキ ハヤシライス 米・牛もも・玉葱・人参・しめじ・ハヤシルウ マンナウエハース
豆腐の味噌汁 豆腐・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・牛乳・バター・砂糖 チーズ キャンディーチーズ

くだもの さつま芋 バンサンスー 春雨・胡瓜・人参・ハム・砂糖・醤油・酢・ごま油・ごま フルーツヨーグルト
黒糖パン 黒糖パン ルヴァン くだもの ヨーグルト・みかん缶・バナナ・桃缶

チキンチャップ 鶏もも・小麦粉・ｹﾁｬｯﾌﾟウスター・砂糖・みりん 砂糖

ブロッコリーのソテー ブロッコリー・人参・コーン・塩・醤油・バター キャベツチャーハン
ミルクスープ 白菜・人参・玉葱・えのき・ﾍﾞｰｺﾝ・コンソメ・塩 米・豚ひき肉・ｷｬﾍﾞﾂ・玉葱・椎茸・ねぎ

くだもの にんにく・ごま油・塩・醤油・鶏がら

☆献立内容や材料の変更がある場合がありますので、予めご了承ください。
☆マヨネーズは、卵不使用のものを使用しています。
☆未満児は朝おやつ・午後おやつ、以上児は給食・午後おやつで牛乳を提供しています。
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