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りんごぜりー
ココナッツサブレ
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りんごぜりー
ココナッツサブレ

りんごぜりー・ココナッツサブレ メロンパン

・何かご不明な点がありましたら、各クラス担任か給食室までお尋ねください。

☆ショコラケーキ
ホットケーキ粉　ココア　無塩バター○
卵●　砂糖 ふかしいも さつまいも

デニッシュ
(ヨーグルト)

ヨーグルトデニッシュ◎☆じゃこトースト
食パン○　しらす干し　マヨドレ　あおのり
粉チーズ○

☆さつまいもの
　おやき

さつまいも　片栗粉　砂糖　無塩バター○
☆もちもち
　チーズパン

白玉粉　ホットケーキ粉　食塩　牛乳○
粉チーズ○　油

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○

オニオンスープ
たまねぎ　洋風だしの素　食塩　しょうゆ
パセリ　クルトン 豆腐みそ汁

木綿豆腐　たまねぎ　カットわかめ
かつおだし汁　米みそじゃがいもみそ汁

じゃがいも　たまねぎ　淡色みそ　かつおだし汁
ねぎ

コールスロー
サラダ

キャベツ　にんじん　コーン缶　ツナ油漬缶
しょうゆ　砂糖　酢　ﾏﾖﾄﾞﾚ 白菜の煮浸し

はくさい　にんじん　油揚げ　かつおだし汁
しょうゆ　みりん　食塩 五目汁

木綿豆腐　だいこん　ごぼう　にんじん　油揚げ
かつおだし汁　しょうゆ　食塩五目煮豆

ゆで大豆　だいこん　にんじん　油揚げ　こんぶ
砂糖　しょうゆ　しょうゆ　本みりん チキンスープ

鶏もも肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん
水　洋風だしの素　食塩

鶏のから揚げ 鶏もも肉　しょうゆ　酒　しょうが　片栗粉　油 鮭の塩焼き さけ　食塩
豚バラとなすの
さっぱり炒め

豚肉(ばら)　なす　にんじん　にら　ぽん酢大根サラダ
だいこん　にんじん　ツナ水煮缶　コーン缶
カットわかめ　砂糖　しょうゆ　酢　ごま油 鯖の胡麻焼き さば　ごま　酒　本みりん　しょうゆ

スイートポテト
サラダ

さつまいも　コーン缶　りんご　きゅうり
にんじん　ﾏﾖﾄﾞﾚ　食塩

エビピラフ
米　しばえび　コーン缶　ベーコン　たまねぎ
にんじん　洋風だしの素　パセリ粉 御飯 米

じゃこと大葉の
混ぜご飯

米　ごま　しそ　しらす干し　しょうゆ
砂糖　本みりん　酒ハヤシライス

米　押麦　牛肉　たまねぎ　じゃがいも
にんじん　しめじ　マッシュルーム　ハヤシルウ
ケチャップ　トマトピューレ　油

御飯 米 ミートスパゲティ
スパゲティ　牛ひき肉　豚ひき肉　たまねぎ
にんじん　油　トマトピューレ　ケチャップ
ウスターソース　砂糖　しょうゆ　食塩

☆ジャムサンド 食パン○　いちごジャム ☆白玉ぜんざい 白玉粉　上新粉　絹ごし豆腐　水　あずき　砂糖

25 26 27牛乳○ 牛乳○ 牛乳○

牛乳 牛乳○ お茶

☆ビスコッティ
小麦粉　ベーキングパウダー　砂糖
牛乳○　なたね油

☆ヨーグルト蒸しパン ホットケーキ粉　ヨーグルト○　牛乳○　りんご
柿
鉄カルウエハース

かき、ウエハース◎

みそ汁
だいこん　油揚げ　カットわかめ
かつおだし汁　米みそ

牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○

チンゲンサイの
おかか和え

チンゲンサイ　にんじん　かつお節
かつおだし汁　しょうゆ　本みりん

ブロッコリー
サラダ

ブロッコリー　コーン缶　ツナ油漬缶　トマト
酢　砂糖　しょうゆ　ごま油

みそ汁 焼ふ　ねぎ　淡色みそ　かつおだし汁 野菜スープ
キャベツ　たまねぎ　にんじん　えのきたけ
水　洋風だしの素　食塩

鮭のオニオン
ガーリック

さけ　食塩　片栗粉　なたね油　たまねぎ
にんにく　しょうが　油　淡色みそ　みりん
砂糖　酒　しょうゆ

きのこのクリーム
シチュー

鶏もも肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん
いんげん　コーン缶　まいたけ　しめじ　油
小麦粉　バター　牛乳　洋風だしの素　食塩

白菜の昆布和え はくさい　塩こんぶ
ブロッコリーの
ポン酢和え

ブロッコリー　にんじん　かつお節　ぽん酢 レタススープ レタス　すりごま　鳥がらだし汁　食塩

御飯 米 ロールパン ロールパン○

カレー肉じゃが
牛肉　じゃがいも　にんじん　たまねぎ
いんげん　砂糖　本みりん　しょうゆ　カレー粉

白身魚のパン粉焼き
かれい　小麦粉　卵●　パン粉○　パセリ
なたね油　ケチャップ

もやしと胡瓜の
和え物

もやし　きゅうり　にんじん　カットわかめ
しょうゆ　砂糖　酢　ごま油

御飯 米 御飯 米 中華丼
米　押麦　豚肉　はくさい　たまねぎ　しめじ
ねぎ　たけのこ　にんじん　しょうが　ごま油
かつおだし汁　食塩　しょうゆ　砂糖　片栗粉
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メロンパン◎☆じゃこトースト
食パン○　しらす干し　マヨドレ　あおのり
粉チーズ○

☆さつまいもの
　おやき

さつまいも　片栗粉　砂糖　無塩バター○
☆もちもち
　チーズパン

白玉粉　ホットケーキ粉　食塩　牛乳○
粉チーズ○　油

牛乳○ 牛乳

りんごぜりー・ココナッツサブレ ふかしいも さつまいも メロンパン

牛乳○牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳

すまし汁
しめじ　たまねぎ　にんじん　ねぎ
かつおだし汁　酒　しょうゆ　食塩 豆腐みそ汁

木綿豆腐　たまねぎ　カットわかめ
かつおだし汁　米みそじゃがいもみそ汁

じゃがいも　たまねぎ　淡色みそ　かつおだし汁
ねぎ

納豆和え
ほうれんそう　にんじん　挽きわり納豆
しょうゆ　本みりん　かつおだし汁 白菜の煮浸し

はくさい　にんじん　油揚げ　かつおだし汁
しょうゆ　みりん　食塩 みかん みかん五目煮豆

ゆで大豆　だいこん　にんじん　油揚げ　こんぶ
砂糖　しょうゆ　しょうゆ　本みりん チキンスープ

鶏もも肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん
水　洋風だしの素　食塩

鶏肉の照り焼き 鶏もも肉　油　しょうゆ　砂糖　みりん　片栗粉 鮭の塩焼き さけ　食塩 すまし汁
生揚げ　えのきたけ　たまねぎ　かつおだし汁
しょうゆ大根サラダ

だいこん　にんじん　ツナ水煮缶　コーン缶
カットわかめ　砂糖　しょうゆ　酢　ごま油 鯖の胡麻焼き さば　ごま　酒　本みりん　しょうゆ

スイートポテト
サラダ

さつまいも　コーン缶　りんご　きゅうり
にんじん　ﾏﾖﾄﾞﾚ　食塩

御飯 米 御飯 米 焼きうどん
ゆでうどん　豚肉　食塩　にんじん　キャベツ
たまねぎ　ピーマン　油　かつおだし汁
しょうゆ　砂糖

ハヤシライス
米　押麦　牛肉　たまねぎ　じゃがいも
にんじん　しめじ　マッシュルーム　ハヤシルウ
ケチャップ　トマトピューレ　油

御飯 米 ミートスパゲティ
スパゲティ　牛ひき肉　豚ひき肉　たまねぎ
にんじん　油　トマトピューレ　ケチャップ
ウスターソース　砂糖　しょうゆ　食塩

牛乳○牛乳○

☆ビスコッティ
小麦粉　ベーキングパウダー　砂糖
牛乳○　なたね油

デニッシュ
(ヨーグルト)

ヨーグルトデニッシュ◎

11 12 13

牛乳 牛乳 牛乳

祝日

14 15 16

牛乳○ 牛乳

☆ヨーグルト蒸しパン ホットケーキ粉　ヨーグルト○　牛乳○　りんご
柿
鉄カルウエハース

かき、ウエハース◎ ☆ジャムサンド 食パン○　いちごジャム

だいこん　油揚げ　カットわかめ
かつおだし汁　米みそ

牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳

チンゲンサイ　にんじん　かつお節
かつおだし汁　しょうゆ　本みりん

ブロッコリー
サラダ

ブロッコリー　コーン缶　ツナ油漬缶　トマト
酢　砂糖　しょうゆ　ごま油 五目汁

木綿豆腐　だいこん　ごぼう　にんじん　油揚げ
かつおだし汁　しょうゆ　食塩

野菜スープ
キャベツ　たまねぎ　にんじん　えのきたけ
水　洋風だしの素　食塩 みそ汁

さけ　食塩　片栗粉　なたね油　たまねぎ
にんにく　しょうが　油　淡色みそ　みりん
砂糖　酒　しょうゆ

きのこのクリーム
シチュー

鶏もも肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん
いんげん　コーン缶　まいたけ　しめじ　油
小麦粉　バター　牛乳　洋風だしの素　食塩

豚バラとなすの
さっぱり炒め

豚肉(ばら)　なす　にんじん　にら　ぽん酢

ブロッコリーの
ポン酢和え

ブロッコリー　にんじん　かつお節　ぽん酢 レタススープ レタス　すりごま　鳥がらだし汁　食塩
チンゲンサイの
おかか和え

米 ロールパン ロールパン○
じゃこと大葉の
混ぜご飯

米　ごま　しそ　しらす干し　しょうゆ
砂糖　本みりん　酒

白身魚のパン粉焼き
かれい　小麦粉　卵●　パン粉○　パセリ
なたね油　ケチャップ

もやしと胡瓜の
和え物

もやし　きゅうり　にんじん　カットわかめ
しょうゆ　砂糖　酢　ごま油

鮭のオニオン
ガーリック

メロンパン◎

4 5 6 牛乳○牛乳○牛乳○牛乳○牛乳○

しめじ　たまねぎ　にんじん　ねぎ
かつおだし汁　酒　しょうゆ　食塩

牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○

鶏肉の照り焼き 鶏もも肉　油　しょうゆ　砂糖　みりん　片栗粉 すまし汁
生揚げ　えのきたけ　たまねぎ　かつおだし汁
しょうゆ

納豆和え
ほうれんそう　にんじん　挽きわり納豆
しょうゆ　本みりん　かつおだし汁 みかん みかん

すまし汁

土曜日

1 2

御飯 米 焼きうどん
ゆでうどん　豚肉　食塩　にんじん　キャベツ
たまねぎ　ピーマン　油　かつおだし汁
しょうゆ　砂糖

牛乳○ 牛乳○

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

祝日

・献立の材料は天候等により、やむを得ず変更をすることがありますのでご了承ください。

・食物アレルギーの児童も同じものが食べられるように食品を選択しています。

　　食品名の後ろの印　　●・・・卵入り　　○…乳入り　　◎・・・卵.乳入り

・☆マークは手作りおやつです。

御飯 米 中華丼
米　押麦　豚肉　はくさい　たまねぎ　しめじ
ねぎ　たけのこ　にんじん　しょうが　ごま油
かつおだし汁　食塩　しょうゆ　砂糖　片栗粉

御飯

ブロッコリー・ごぼう・にんじん・レタス
じゃがいも・チンゲン菜・さつまいも・さば
みかん・かきが給食に入っているので、
探してみよう！

季節の食材朝おやつの牛乳は
１、２歳児のみです。

「ビスコッティ」…ご存知ですか？？
8日と18日おやつのビスコッティは、「二度焼いた」という意味を持つ

イタリアの郷土菓子です。オーブンでじっくり水分を飛ばして焼き上げるので、

しっかり堅めのクッキーという感じでしょうか。とってもよく噛むおやつです。

イタリアではコーヒーやワインに浸して食べることもあるそうです。
大人はナッツやチョコレート、レーズンなどを入れても美味しいですよ！




