
小学校 中学校

ｋcal ｋcal

むぎいりごはん かつおのごまからめ ぎゅうにゅう しょうが　こまつな　 こめ　むぎ　かたくりこ

ぎゅうにゅう いそかあえ かつお　のり キャベツ　にんじん　　 あぶら　さとう　ごま 627 784

のっぺいじる あぶらあげ　 だいこん　こんにゃく　ねぎ さといも

むぎいりごはん いわしのからあげ ぎゅうにゅう しょうが　きゅうり しそ　 こめ　むぎ　かたくりこ

ぎゅうにゅう きゅうりのしそあえ いわし　だいず ごぼう　にんじん　さやいんげん あぶら　さとう　 641 800

ごもくまめ さつまあげ　 こんにゃく

コッペパン コーンチャウダー ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ　 パン　じゃがいも

ぎゅうにゅう かぼちゃのサラダ ベーコン とうもろこし　かぼちゃ ノンエッグマヨネーズ 599 783

ツナ きゅうり　

むぎいりごはん マーボーどうふ ぎゅうにゅう にんにく　しょうが　にんじん こめ　むぎ　かたくりこ

ぎゅうにゅう バンサンスー とうふ　ぶたにく　 たまねぎ　たけのこ　しいたけ あぶら　さとう　ごま 629 785

みそ　ハム ねぎ　キャベツ　きゅうり ごまあぶら　はるさめ

7 金 あきのみのりごはん ぎゅうにゅう にんじん　しいたけ　 こめ　あぶら　さとう

ぎゅうにゅう とりにく　あぶらあげ ごぼう　だいこん さつまいも　かたくりこ 645 746

おつきみじる だいず　 ねぎ　 こめこ　

むぎいりごはん ぎゅうにゅう ピーマン　たまねぎ　 こめ　むぎ　かたくりこ

ぎゅうにゅう あつあげ　ちくわ キャベツ　ほうれんそう じゃがいも　さとう　ごま 641 793

みそドレサラダ みそ　 にんじん　しょうが あぶら　

コッペパン しろみざかなのつぶコーンやき ぎゅうにゅう しょうが　とうもろこし パン　バター　マカロニ

ぎゅうにゅう コールスローサラダ ホキ　とりにく キャベツ　きゅうり ノンエッグマヨネーズ 686 887

マカロニととりにくのクリームに たまねぎ　にんじん じゃがいも　こむぎこ

さつまいもごはん とりのてりやき ぎゅうにゅう こまつな　キャベツ　にんじん こめ　さつまいも

ぎゅうにゅう こまつなサラダ とりにく　とうふ こんにゃく　ごぼう さとう　オリーブあぶら 649 768

ぶたじる ツナ　ぶたにく　みそ だいこん　ねぎ さといも

むぎいりごはん さばのみそに ぎゅうにゅう しょうが　チンゲンサイ こめ　むぎ　かたくりこ

ぎゅうにゅう チンゲンサイのかつおあえ さば　みそ　ちくわ もやし　にんじん　ごぼう さとう　ごまあぶら 629 768

けんちんじる いとかつお　とうふ だいこん　ねぎ　 さといも

むぎいりごはん あきやさいのカレー ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん　にんにく こめ　むぎ　さつまいも

ぎゅうにゅう ひじきのかみかみサラダ とりにく　ひじき しめじ　こんにゃく あぶら　さとう

ツナ きゅうり　とうもろこし ごまあぶら　ごま

むぎいりごはん はっぽうさい ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん　 こめ　むぎ　あぶら

ぎゅうにゅう だいがくいも ぶたにく　いか たけのこ　キャベツ かたくりこ　さつまいも 642 800

うずらたまご さとう　ごま

コッペパン さかなのきのこのせやき ぎゅうにゅう たまねぎ　しめじ　だいこん パン　あぶら　

ぎゅうにゅう だいこんのごまサラダ ホキ　みそ えのきだけ　とうもろこし　パセリ ノンエッグマヨネーズ 585 753

オニオンスープ ベーコン きゅうり　にんじん　キャベツ　 ごまドレッシング

むぎいりごはん おやこに ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん　 こめ　むぎ　あぶら

ぎゅうにゅう ちくわサラダ とりにく　たまご　 しいたけ　こんにゃく　 さとう　 603 751

ちくわ　わかめ キャベツ　ほうれんそう ごまドレッシング

むぎいりごはん いかのさらさあげ ぎゅうにゅう しょうが　キャベツ　 こめ　むぎ　かたくりこ

ぎゅうにゅう キャベツのしそあえ いか　あぶらあげ しそ　たまねぎ　ごぼう あぶら 628 783

こんさいのみそしる とうふ　みそ だいこん　にんじん　ねぎ

むぎいりごはん あつあげのチャンプルー ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん　 こめ　むぎ　さとう

24 月 ぎゅうにゅう やきぎょうざ あつあげ　ぶたにく もやし　キャベツ あぶら　こむぎこ 595 820

はるさめスープ たまご かたくりこ　はるさめ

むぎいりごはん ぎゅうにゅう とうもろこし　たまねぎ こめ　むぎ　さとう

25 火 ぎゅうにゅう たら　みそ パセリ　にんじん ノンエッグマヨネーズ 604 754

じゃがいものうまに ちくわ　 さやいんげん　こんにゃく じゃがいも　あぶら

あげパン カレーポトフ ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ　 パン　あぶら　さとう

26 水 ぎゅうにゅう あおじそふうみのかいそうサラダ きなこ　ウインナー チンゲンサイ　だいこん 588 756

おたのしみチーズ かいそう　チーズ きゅうり　とうもろこし

きんぴらどん かぼちゃコロッケ ぎゅうにゅう ごぼう　にんじん　 こめ　むぎ　さとう

27 木 （むぎいり） すましじる ぶたにく　みそ たまねぎ　かぼちゃ ごまあぶら　こむぎこ 687 823

ぎゅうにゅう とうふ　わかめ だいこん　ねぎ あぶら

むぎいりごはん さかなのうめパンこやき ぎゅうにゅう うめ　にんにく　こまつな こめ　むぎ　パンこ

28 金 ぎゅうにゅう こまつなのごまずあえ さわら　 キャベツ　もやし ごまあぶら　ごま　 592 750

あつあげのみそしる みそ　あつあげ にんじん　たまねぎ　 さとう

チキンライス かぼちゃのくろごまバター ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ　 こめ　むぎ　あぶら

（むぎいり） マカロニスープ とりにく　ベーコン かぼちゃ　キャベツ バター　ごま 586 748

ぎゅうにゅう パセリ　 マカロニ

たらのみそマヨネーズ
やき

31 月

※　材料等の都合により、献立を変更する場合がありますので、ご了承ください。
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