
  

チキンカレー かぼちゃの甘煮 きなこくずもち

マカロニサラダ いりこ （片栗粉・砂糖・きな粉）

コロッケ お茶 お茶

デザート（こいのぼりゼリー）

麦入りごはん 人参の甘煮 チーズホットケーキ

白身魚のあおさ焼 いりこ （▲/■ホットケーキミックス・▲牛乳・▲無塩バター・▲チーズ）

ほうれん草の和え物 お茶 ▲牛乳

五目豆

味噌汁

五目うどん 蒸しブロッコリー ■ミニアスパラガス

もやしの和え物 いりこ ▲牛乳

フルーツ（バナナ） お茶

麦入りごはん じゃがいもの甘煮 ごま入りクッキー

鶏肉の味噌焼 いりこ （■小麦粉・●卵・▲無塩バター・砂糖・塩・ごま）

ブロッコリーの和え物 お茶 ▲牛乳

ひじきと油揚げの煮物

すまし汁

玄米ごはん 蒸しかぼちゃ ココア蒸しパン

サケの竜田揚げ いりこ （▲/■ホットケーキミックス・▲牛乳・砂糖・ココアパウダー）

じゃが芋のそぼろ煮 お茶 ▲牛乳

味噌汁

麦入りごはん 人参スティック ツナサンド

ハオユー豆腐 いりこ （■/▲食パン・ツナフレーク・塩・マヨドレ）

ごぼうサラダ お茶 ▲牛乳

卵入り中華スープ

フルーツ（オレンジ）

親子丼 フルーツ（バナナ） ピーチヨーグルト

ほうれん草のポン酢和え いりこ （▲ヨーグルト・砂糖・黄桃缶）

味噌汁 お茶 お茶

フルーツ（りんご）

玄米ごはん さつまいもの甘煮 ゆかりおにぎり

カレイの照焼 いりこ （米・ゆかり）

キャベツの塩昆布和え お茶 お茶

かぼちゃと厚揚げの煮物

味噌汁

和風ツナスパゲティ 蒸しブロッコリー ■ソフトせんべい

小松菜とささみの和え物 いりこ ▲牛乳

フルーツ（バナナ） お茶

麦入りごはん 粉吹芋 キャロットマドレーヌ

豚肉のケチャップ炒め いりこ （■小麦粉・ベーキングパウダー・▲無塩バター・●卵・砂糖

春雨の中華和え お茶 　人参）

中華スープ ▲牛乳

フルーツ（オレンジ）

麦入りごはん 人参の甘煮 さくさくクッキー

マスのレモン風味焼 いりこ （■小麦粉・●卵・▲無塩バター・砂糖・塩）

白菜とブロッコリーのごま和え お茶 ▲牛乳

高野豆腐の含め煮

味噌汁

麦入りごはん かぼちゃの甘煮 きなこドーナツ

すき焼き風煮 いりこ （■小麦粉・ベーキングパウダー・砂糖・▲牛乳・油・きな粉

ほうれん草のツナ和え お茶 　グラニュー糖）

味噌汁 ▲牛乳

フルーツ（バナナ）

玄米ごはん 蒸しブロッコリー クラッシュゼリー

サバの煮付 いりこ （寒天・砂糖・オレンジジュース）

小松菜の彩り和え（卵入り） お茶 ▲牛乳

きんぴらごぼう

味噌汁

麦入りごはん ふかし芋 ごま入りちんすこう

チキン甘酢あん いりこ （■小麦粉・油・砂糖・塩・黒ごま）

ひじきと大豆の煮物 お茶 ▲牛乳

具だくさん味噌汁

豚　丼 人参スティック ■/▲ビスコ

ほうれん草の和え物 いりこ ▲牛乳

味噌汁 お茶

麦入りごはん フルーツ（オレンジ） イチゴジャムマフィン

鶏肉の南部焼 いりこ （▲/■ホットケーキミックス・●卵・砂糖・いちごジャム・油）

小松菜のおかか和え お茶 ▲牛乳

切干大根と厚揚げの煮物

味噌汁

玄米ごはん じゃがいもの甘煮 小倉トースト

サケの味噌焼 いりこ （■/▲食パン・▲バター入り無塩マーガリン・ゆで小豆）

ほうれん草とささみの和え物 お茶 ▲牛乳

かぼちゃの煮物

すまし汁

炊き込みご飯 蒸しかぼちゃ お麩ラスク（バター味）

トンカツ いりこ （■麩・▲バター入り無塩マーガリン・砂糖）

キャベツとチンゲン菜のサラダ お茶 ▲牛乳

味噌汁

ロールケーキ（いちご）

マスカットゼリー（0.1歳児）

麦入りごはん 蒸しブロッコリー 五平餅

麻婆豆腐 いりこ （米・味噌・■醤油・砂糖・みりん）

春雨サラダ（ツナ） お茶 お茶

中華スープ

フルーツ（バナナ）

麦入りごはん 人参の甘煮 じゃが芋のチーズ焼

白身魚の塩こうじ揚げ いりこ （じゃが芋・塩・▲ミックスチーズ・ドライパセリ・油）

鶏肉と大根の煮物 お茶 ▲牛乳

味噌汁

ちゃんぽんうどん フルーツ（りんご） ■せんべい（ぽたぽた焼）

さつま芋の天ぷら いりこ ▲牛乳

白菜のごま和え お茶

麦入りごはん かぼちゃの甘煮 ホットケーキ

豚肉の生姜炒め いりこ （▲/■ホットケーキミックス・▲牛乳・▲無塩バター・砂糖）

チンゲン菜のじゃこ和え お茶 ▲牛乳

味噌汁

フルーツ（オレンジ）

麦入りごはん 人参スティック きんぴらおにぎり

サバの塩焼 いりこ （米・ごぼう・人参・油・砂糖・■醤油・みりん・料理酒・白ごま

キャベツの和え物 お茶 　塩）

高野豆腐の卵とじ お茶

味噌汁 玉ねぎ・人参 さつま芋 だし

キャベツ・きゅうり・人参 砂糖 だし・■醤油

凍り豆腐・●卵 人参・干しいたけ・グリンピース 砂糖 だし・■醤油

31 火

米(国産)・押麦

油揚げ・味噌 大根・人参 だし

■/▲ビスコ

さば 塩

オレンジ

味噌

30 月

米(国産)・押麦

☆/◎しらす チンゲン菜・緑豆もやし・人参 砂糖 だし・■醤油

白菜・きゅうり・人参 白ごま・砂糖 だし・■醤油

■ソフトせんべい

豚肉 キャベツ・玉ねぎ・ピーマン・赤パプリカ・しょうが 油・砂糖 中華だし・■醤油・料理酒

28 土

豚肉・ちくわ キャベツ・玉ねぎ・人参・干しいたけ・青ねぎ ■うどん・片栗粉

27 金

だし・■醤油・本みりん・塩

さつま芋・■小麦粉・油

味噌 小松菜・玉ねぎ・人参 ■おつゆ麩 だし

■/▲マリービスケット

ホキ ■小麦粉・油 塩こうじ

米(国産)・押麦

鶏肉 大根・人参・グリンピース 砂糖 だし・■醤油・料理酒

チンゲン菜・人参・えのきたけ 中華だし・■醤油・塩

バナナ

26 木

米(国産)・押麦 ■/▲エースコインビスケット

豆腐・豚ひき肉・赤だしみそ ニラ・にんにく・しょうが 油・砂糖・片栗粉 中華だし・塩・■醤油

ツナフレーク きゅうり・人参 緑豆春雨・マヨドレ ■醤油

味噌 白菜・玉ねぎ・人参 だし

■せんべい（星たべよ）

豚肉 ■小麦粉・■パン粉・油 塩

チンゲン菜・キャベツ・コーン マヨドレ

玉ねぎ・人参・わかめ だし・■醤油・塩

25 水

鶏肉・油揚げ 干しいたけ・人参 米(国産) だし・料理酒・■醤油

24 火

■/●/▲ロールケーキ(いちご）

マスカットゼリー

鶏ささみ ほうれん草・白菜・緑豆もやし・人参 砂糖 だし・■醤油

かぼちゃ 砂糖 だし・■醤油・本みりん・料理酒

■/▲ビスケット（シガーフライ）

さけ・味噌 砂糖・黒ごま 本みりん

味噌 玉ねぎ・しめじ さつま芋 だし

米(国産)・玄米

厚揚げ 切干大根・人参・干しいたけ 砂糖 だし・■醤油・料理酒

■せんべい（ぽたぽた焼）

鶏肉 砂糖・黒ごま ■醤油・本みりん

だし・■醤油

味噌 大根・わかめ じゃが芋 だし

23 月

米(国産)・押麦

かつお節 小松菜・キャベツ・人参 砂糖 だし・■醤油

21 土

豚肉 玉ねぎ・人参 砂糖・米(国産)

20 金

だし・■醤油・本みりん

ほうれん草・緑豆もやし・人参 砂糖

大豆 ひじき・干しいたけ・人参 黒こんにゃく・砂糖 だし・■醤油・料理酒

油揚げ・味噌 かぼちゃ・キャベツ・玉ねぎ・青ねぎ だし

鶏肉 片栗粉・油・砂糖 塩・料理酒・■醤油・酢

豆腐・味噌 玉ねぎ・わかめ だし

米(国産)・押麦

砂糖 ■醤油・だし

ごぼう・人参 つきこんにゃく・油・砂糖 だし・■醤油・本みりん

■/▲マリービスケット

19 木

米(国産)・玄米

ツナフレーク ほうれん草・緑豆もやし・人参 砂糖 だし・■醤油

■せんべい（星たべよ）

さば しょうが 砂糖 だし・本みりん・■醤油

バナナ

■/●錦糸卵 小松菜・白菜・人参

味噌 玉ねぎ・みつば さつま芋 だし

18 水

米(国産)・押麦

17 火

油揚げ・味噌 大根・青ねぎ だし

■/▲ビスコ

牛肉・焼豆腐 白菜・玉ねぎ・人参・まいたけ ■おつゆ麩・砂糖 本みりん・料理酒・■醤油・だし

白菜・ブロッコリー・人参 砂糖・白ごま だし・■醤油

凍り豆腐 人参・しめじ 砂糖 だし・■醤油

■せんべい（ぽたぽた焼）

マス レモン果汁 砂糖 ■醤油・本みりん・料理酒

オレンジ

米(国産)・押麦

豆腐 えのきたけ・わかめ 中華だし・■醤油・塩

■/▲エースコインビスケット

豚肉 玉ねぎ・人参・キャベツ・ピーマン 油・砂糖 中華だし・トマトケチャップ

だし・■醤油

バナナ

16 月

米(国産)・押麦

チンゲン菜・コーン・人参 緑豆春雨・ごま油・砂糖 酢・■醤油

味噌 玉ねぎ・人参・青ねぎ だし

14 土

ツナフレーク 玉ねぎ・しめじ・人参・ピーマン ■スパゲティ・油

13 金

中華だし・料理酒・塩・■醤油

鶏ささみ 小松菜・緑豆もやし・人参 砂糖

キャベツ・きゅうり・人参・■塩昆布

厚揚げ かぼちゃ 砂糖 だし・■醤油・料理酒・本みりん

からすがれい 砂糖 ■醤油・本みりん・料理酒

米(国産)・玄米

さつま芋 だし

りんご

■/▲ビスケット（シガーフライ）

12 木

鶏肉・●卵 玉ねぎ・人参・みつば 砂糖・片栗粉・米(国産)

ごぼう・きゅうり・コーン・人参 マヨドレ・白ごま ■醤油

だし・■醤油・本みりん ■せんべい（星たべよ）

ほうれん草・緑豆もやし・人参 ■ぽん酢・だし

オレンジ

油揚げ・味噌 大根

11 水

米(国産)・押麦

10 火

●卵 玉ねぎ・青ねぎ 中華だし・■醤油・塩

■/▲マリービスケット

豆腐・豚肉 白菜・人参・しめじ・ニラ 片栗粉 ■オイスターソース・中華だし

鶏ひき肉(ささみ） 人参・さやいんげん・しょうが じゃが芋・油・砂糖・片栗粉 だし・■醤油・料理酒

味噌 白菜・玉ねぎ・人参 だし

■せんべい（ぽたぽた焼）

さけ しょうが 片栗粉・油 ■醤油・料理酒

玉ねぎ・しめじ・人参 だし・■醤油・塩

米(国産)・玄米

油揚げ ひじき・人参・グリンピース 砂糖 だし・■醤油・料理酒

■/▲ビスコ

鶏肉・味噌 砂糖・油 本みりん

だし・■醤油

バナナ

9 月

米(国産)・押麦

ブロッコリー・キャベツ・コーン 砂糖 だし・■醤油

味噌 玉ねぎ・わかめ ■おつゆ麩 だし

7 土

豚肉・油揚げ キャベツ・人参・玉ねぎ・青ねぎ ■うどん

6 金

だし・■醤油・本みりん

緑豆もやし・きゅうり・人参 砂糖

ほうれん草・キャベツ・人参 砂糖 だし・■醤油

大豆 干しいたけ・人参・グリンピース 黒こんにゃく・砂糖 ■醤油・料理酒・だし

カープゼリー

■/▲エースコインビスケット

ホキ ☆/◎あおさのり 砂糖・油 ■醤油・本みりん・料理酒

米(国産)・押麦

■/▲ビスケット（シガーフライ）

ブロッコリー・人参・コーン ■マカロニ・マヨドレ

延長おやつ
主にからだをつくるもの 主にからだの調子を整えるもの 主に熱や力のもとになるもの その他

2 月

鶏肉 玉ねぎ・人参 じゃが芋・油・米(国産)

5月給食だより
アレルギー表示 ■小麦　＊そば　●卵　▲乳　◆落花生　☆えび　◎かに

日
付

曜
日

昼食

主な材料と体内での働き

AMおやつ ＰＭおやつ

■/▲カレールウ

■/▲牛肉コロッケ・油


