
令和４年

kcal
ミートスパゲティ
わかめサラダ 703

ミニコッペパン

マーボー豆腐
中華サラダ 742

ごはん 冷凍ムース
ハヤシライス
かぼちゃのサラダ 760

ご飯
水ぎょうざスープ
糸こんにゃくの冷やし中華風 722

コッペパン クリームゴールド（パン用クリーム）

さつまいものみそ汁
切干大根の炒め煮 725

ごはん サバの塩焼き
かしわ汁
アジフライ　１食タルタルソース 734

とうもろこしごはん 冷凍パイン
月見汁
とりの照り焼き 703

ごはん ブロッコリーのツナあえ　お月見ゼリー

お野菜つみれのすまし汁
いりどり 730

ごはん 高菜の油いため
キャロットスープ
コロッケ 795

ミルクパン コールスローサラダ
とんかつ
カツ丼用たまごとじ 730

ごはん 豆腐と野菜のごまサラダ
カレーうどん
ひじきサラダ 738

ミニコッペパン ヨーグルト
うま塩豆乳みそ汁
サバのうま塩竜田揚げ 752

ごはん もやしのごま酢あえ
肉どうふ
卵いりあえ物 714

ごはん ふりかけ
冠地どりのトリニータ丼
つみれ汁 732

ごはん ぶどう
汁ビーフン
タラのチーズマヨ焼き 727

ミニ黒糖パン ツナとわかめのサラダ　おはぎ
野菜たっぷり150ｇカレー
フルーツのヨーグルトあえ 749

麦ごはん
じゃがたまスープ
鮭のバジルソース焼き 737

コッペパン ほうれんそうのソテー
八宝菜
しゅうまい 710

ごはん ひじきふりかけ
きのこのクリームシチュー
オムレツ 727

コッペパン キャベツのサラダ
なすのみそ汁
豚じゃが 720

ごはん 鶏つくね

＊都合により献立を変更することがあります。ご了承ください。

　　・１６日は、「うま塩給食」です。ごまやカレーなどのうま味を使うことで、減塩の給食を作ります。

　　・２６日は、「やさいたっぷり給食」です。カレーの中に１人１５０ｇと、たっぷりの野菜が入っています。

【献立について】

　　・１０日は十五夜です。前日の９日の給食では、里芋が入った「月見汁」や「月見ゼリー」が登場します。

　　・21日の、「冠地どり」は、県の高級食材提供事業で無償でいただく予定です。

29 木 牛乳

牛乳,とりにく,ベー

コン,オムレツ,ロー

スハム

コッペパン,バター,

じゃがいも,こむぎ

こ,どれっしんぐ

たまねぎ,にんじん,しめじ,エ

リンギ,ほししいたけ,コーン,

きゅうり,キャベツ

30 金 牛乳

牛乳,あぶらあげ,わ

かめ,みそ,ぶたにく,

まるてん,とりにく

ごはん,じゃがいも,

油,さとう,くろざとう

なす,えのきたけ,にんじん,ね

ぎ,たまねぎ,さやいんげん,い

とこんにゃく

28 水 牛乳

牛乳,ぶたにく,かまぼこ,

いか,えび,うずらたまご,し

らすぼし,かつおぶし,ひじ

き

ごはん,,油,ごま,さ

とう

キャベツ,にんじん,たまねぎ,

しょうが,にんにく,きくらげ,た

けのこ

27 火 牛乳

牛乳,さけ,ベーコン コッペパン,じゃがい

も,ノンエッグマヨ

ネーズ,油

にんじん,たまねぎ,パセリ,バ

ジル,ほうれんそう,コーン

26 月 牛乳

牛乳,ぎゅうにく,とう

にゅう,ヨーグルト

ごはん,おしむぎ,油 たまねぎ,にんじん,かぼちゃ,ト

マト,なす,ピーマン,えだまめ,パ

イン,もも,アロエ,みかん

22 木 牛乳

牛乳,ぶたにく,たら,

チーズ,わかめ,ツ

ナ,あずき

こくとうパン,ビーフン,

油,ノンエッグマヨネー

ズ,さとう,ごま油

しょうが,キャベツ,にんじん,も

やし,きくらげ,ねぎ,たまねぎ,

きゅうり

21 水 牛乳

牛乳,とりにく(冠地

どり),つみれ,あぶ

らあげ,みそ

ごはん,油,こむぎこ,

さとう,さといも

にんにく,しょうが,にら,にんじ

ん,ごぼう,こまつな,ねぎ,しめ

じ,ぶどう

20 火 牛乳

牛乳,ぎゅうにゅう,

とうふ,たまご

ごはん,さとう,油,は

るさめ,さとう,ごま

にんじん,たまねぎ,ほうれんそ

う,しろねぎ,キャベツ,だいこ

ん,いとこんにゃく

16 金 牛乳

牛乳,とうふ,あぶらあ

げ,みそ,とうにゅう,さ

ば,かに風味かまぼこ

ごはん,じゃがいも,

ねりごま,油,ごま,ご

ま油,さとう

にんじん,だいこん,ねぎ,しょう

が,もやし,きゅうり

15 木 牛乳

牛乳,ぶたにく,かまぼ

こ,ひじき,ロースハム,

チーズ,ヨーグルト

コッペパン,うどん,

さとう,油

しめじ,たまねぎ,にんじん,ね

ぎ,キャベツ,こまつな

14 水 牛乳

牛乳,ぶたにく,たま

ご,とうふ

ごはん,油,さとう,ご

ま,ねりごま,ごま油

たまねぎ,にんじん,ねぎ,ほう

れんそう,キャベツ

13 火 牛乳

牛乳,ベーコン,なま

くりーむ,ロースハム

ミルクパン,油,ど

れっしんぐ

にんじん,たまねぎ,コーン,

きゅうり,キャベツ

12 月 牛乳

牛乳,つみれ,わか

め,とうふ,とりにく,

まるてん,しらすぼし

ごはん,さといも,さ

とう,油,ごま油,さと

う,ごま

だいこん,ねぎ,ごぼう,にんじん,

さやいんげん,ほししいたけ,れ

んこん,たかなづけ,こんにゃく

9 金 牛乳

牛乳,あぶらあげ,ぶ

たにく,わかめ,とり

にく,ツナ

ごはん,さといも,さ

とう,ノンエッグマヨ

ネーズ,ゼリー

だいこん,にんじん,しろねぎ,

しょうが,ブロッコリー,カリフラ

ワー

8 木 牛乳

牛乳,ぶたにく,とり

にく,とうふ,あじ

ごはん,さとう,ごま,

じゃがいも,油,ノン

エッグタルタルソー

ス

コーン,しょうが,ごぼう,ほしし

いたけ,ほうれんそう,にんじ

ん,しろねぎ,パイン

7 水 牛乳

牛乳,あぶらあげ,と

うふ,みそ,ぶたにく,

まるてん,さば

ごはん,さつまいも,

油,さとう

えのきたけ,ごぼう,ねぎ,きりぼ

しだいこん,さやいんげん,にん

じん,こんにゃく,ほししいたけ

6 火 牛乳

牛乳,ぶたにく,ロー

スハム,たまご

コッペパン,ごま油,

さとう,パン用クリー

ム

キャベツ,にんじん,たまねぎ,

ねぎ,もやし,きゅうり,いとこん

にゃく

5 月 牛乳

牛乳,ぎゅうにく,な

まくりーむ,ロースハ

ム

ごはん,じゃがいも,

ノンエッグマヨネー

ズ

たまねぎ,にんじん,にんにく,

グリンピース,マッシュルーム,

かぼちゃ,えだまめ,コーン

2 金 牛乳

牛乳,とうふ,牛ミンチ,ぶ

たミンチ,ぶたレバー,み

そ,たまご,やきぶた

ごはん,油,はるさ

め,ごま油,さとう

たまねぎ,にんじん,しょうが,に

ら,ほししいたけ,にんにく,もや

し,きゅうり

主に体の調子を整える

1 木 牛乳

牛乳,牛ミンチ,ぶたミン

チ,だいず,チーズ,わか

め,かに風味かまぼこ

コッペパン,スパ

ゲッティ,油、ごま油,

さとう

にんじん,たまねぎ,グリンピー

ス,マッシュルーム,トマト,きゅ

うり,キャベツ

大
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日 曜日 主食 牛乳 献立名
主な材料 平均

エネルギー主に血や肉や骨にな

る

主に熱や力のもとにな

る


