
麦ご飯 麻婆丼

魚のねぎみそ焼き 野菜の中華ソースサラダ

野菜炒め わかめスープ

けんちん汁 果物

２色コッペ 麦ご飯  ／ 梅ふりかけ

ポークビーンズ なすの鉄火煮
ボイルドサラダ
～フレンチドレッシング～

きゅうりと大根の南蛮漬け

果物 杏仁豆腐

さんまのひつまぶし セサミパン

おろし煮浸し 芋と魚の揚げ煮

みそ汁 卵とトマトのスープ

煮込みうどん ポークカレーライス

ハタハタの唐揚げ 茎わかめサラダ

ひじきの五目炒め煮 果物

ココアミルクかん

黒砂糖パン クワジューシー

ポテトグラタン ゴーヤチャンプル

野菜スープ もずくスープ

果物 パインゼリー

釜焼きビビンバ 麦ご飯

トックスープ 鶏の竜田揚げ

すいか入りフルーツポンチ 野菜の和風ドレッシング

すまし汁

味噌カツ丼 ガパオライス

きんぴらごぼう フォー入りスープ

吉野汁 ガルバンゾーサラダ

カップヨーグルト

夏野菜のミートスパゲティ 麦ご飯

ほうれん草とコーンのソテー 豚肉の生姜焼き

イタリアンスープ 野菜のおかか煮

いなか汁

わかめご飯 フィッシュセルフサンド

ししゃもの磯部揚げ マカロニのクリーム煮

肉じゃが ゆで野菜ドレッシングぞえ

みそ汁

ミートビーンズドッグ ピリ辛ジャージャー麺

ジャーマンポテト チャプチェ

クラムチャウダー 豆腐とえびの中華スープ

かつおと生姜のごはん

変わりきんぴら ※学校行事や天候の関係で献立が変わることがあります。

みそけんちん汁 ※牛乳は赤の仲間（血や肉になる）になります。

※果物以外は、加熱調理してあります。 ※アレルゲンは星印・太字で示しています。
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主な食品と働き
日
曜

牛
乳

主な食品と働き

献　立　名
赤の仲間 緑の仲間 エネルギー

血や肉になる 熱や力の元になる 体の調子を整える たんぱく質 血や肉になる 熱や力の元になる 体の調子を整える たんぱく質
黄の仲間 緑の仲間 エネルギー

献　立　名
赤の仲間 黄の仲間

豚肉,みそ,八丁みそ,豆腐
精白米,押麦,油,砂糖,片栗粉,ごま
油

にんにく,生姜,人参,椎茸,たけのこ,長葱 786

ホキ,みそ 砂糖 生姜,長葱 kcal くきわかめ ごま油,砂糖

精白米,押麦 701
17

キャベツ,もやし,小松菜 kcal

火 ベーコン 油 玉葱,人参,もやし,キャベツ,ピーマン 33.0 木 鶏肉,わかめ ごま油,ごま

1

えのき茸,人参,にんにく 30.1

鶏肉,豆腐 さと芋 ごぼう,人参,こんにゃく,だいこん,長葱 g パインアップル g

梅干し,しそ葉 764

大豆,豚肉
じゃが芋,油,砂糖,バター,小麦
粉

セロリー,玉葱,人参,エリンギ kcal 豚肉,みそ 油,砂糖

コッペパン,バター,オリーブ油,ご
ま,はちみつ,砂糖

にんにく,パセリ 803
18

なす,ごぼう,人参,たけのこ,こんにゃく,
ピーマン kcal

水 油,砂糖 キャベツ,きゅうり,人参,小松菜,玉葱 30.8 金 ごま油

2
ちりめんじゃこ

精白米,押麦
 /ごま

きゅうり,だいこん 26.4

★メロン g 寒天,牛乳 砂糖,アーモンドエッセンス みかん缶 g

827

油揚げ 小松菜,キャベツ,人参,えのき茸,大根 kcal まだら じゃが芋,小麦粉,片栗粉,油,砂糖

さんま 精白米,押麦,ごま,片栗粉,油,砂糖 葉葱,生姜 812
21

玉葱,人参,グリンピース kcal

木 わかめ,みそ じゃが芋 人参,玉葱 28.1 月 豚肉,豆腐,たまご 片栗粉

3
セサミパン

トマト,玉葱,生姜 32.3

g g

にんにく,生姜,人参,玉葱 812

はたはた 片栗粉,油 kcal くきわかめ 油,ごま油,砂糖

豚肉,油揚げ うどん 人参,玉葱,長葱,ほうれん草 691
22

大根,きゅうり,玉葱 kcal

金 ひじき,油揚げ,大豆 油,砂糖 椎茸,たけのこ,人参,こんにゃく 28.7 火

4
豚肉

精白米,押麦,油,じゃが芋,バター,
小麦粉

★すいか 23.3

牛乳,生クリーム,寒天 砂糖 g g

8

豚肉,鶏肉,みそ,八丁みそ 中華めん,油,片栗粉 長葱,人参,玉葱,生姜,きゅうり,もやし 846

鶏肉,牛乳,スキムミルク,チーズ じゃが芋,油,バター,小麦粉,パン粉 玉葱,人参,マッシュルーム kcal

黒砂糖パン 832
23

★さくらんぼ g

kcal 鶏肉 片栗粉,油

豚肉,たまご 精白米,押麦,ごま,砂糖,油,ごま油
人参,ほうれん草,もやし,キムチ,長葱,生
姜

g

火 ベーコン セロリー,キャベツ,玉葱,人参,小松菜 32.0 水

★むきえび ,豆腐,鶏肉 油,片栗粉

豚肉 ごま油,砂糖,ごま
にんにく,玉葱,人参,エリンギ,にら,糸こ
んにゃく kcal

9
精白米,押麦 800

わかめ,くきわかめ,豆腐 トック,ごま,ごま油 人参,玉葱,長葱

816
24

生姜 kcal

g 豆腐,わかめ 長ねぎ,えのきたけ g

水 パイン缶,みかん缶,★もも缶,
★すいか

28.8 木 油,砂糖

10
鶏肉,大豆 精白米,麦,油

油,砂糖,ごま,ごま油 ごぼう,れんこん,人参,糸こんにゃく kcal 鶏肉 ビーフン

豚肉,たまご,みそ
精白米,小麦粉,パン粉,油,砂糖,ご
ま油,ごま

キャベツ,にんにく 845
25

g ヨーグルト g

木 油揚げ,豆腐 片栗粉 人参,大根,ごぼう,長葱,小松菜 35.8 金 ひよこまめ 油,ごま油,ごま,砂糖

11
精白米,押麦 746

油 ほうれん草,コーン,キャベツ kcal 豚肉 油

鶏肉,豚肉
スパゲッティ,オリーブ油,砂糖,油,
バター,小麦粉

セロリー,トマト,なす,ピーマン,玉葱,人
参,エリンギ,にんにく 770

28
生姜,玉葱 kcal

g 豚肉,油揚げ,豆腐 さと芋 ごぼう,大根,人参,こんにゃく,長葱 g

金 ベーコン,鶏肉,チーズ,たまご 油,パン粉 人参,キャベツ,玉葱,ほうれん草 30.7 月 かつおぶし

じゃが芋,油,砂糖,ごま
ごぼう,人参,糸こんにゃく,さやいんげ
ん kcal

16
かつお 精白米,押麦,油,片栗粉,砂糖,ごま 生姜,小松菜 779

g

豆腐,みそ水 油,じゃが芋 人参,玉葱,大根,長葱,小松菜 28.7

月 じゃが芋,油,砂糖 人参,玉葱,糸こんにゃく,小松菜 35.8 火 油,砂糖 人参,コーン,キャベツ,小松菜,玉葱

14
メルルーサ,たまご

マーガリンパン,小麦粉,パン粉,油,
砂糖

ししゃも,たまご,あおのり 小麦粉,油 kcal
鶏肉,スキムミルク,牛乳,豆乳,チー

ズ,★むきえび マカロニ,バター,小麦粉,油

わかめ 精白米,押麦,ごま 859
29

人参,玉葱,ぶなしめじ,ほうれん草

玉葱 kcal

39.8

油揚げ,わかめ,みそ もやし,ほうれん草 g g

豚肉

豚肉,昆布,油揚げ 精白米,麦,ダ油,砂糖 椎茸,人参 814

ベーコン,豆腐,たまご,かつおぶし 油,車ふ にがうり,にんにく,人参,もやし kcal

火 バター,じゃが芋,油,小麦粉 人参,玉葱,パセリ 34.3

g

★あさり ,ベーコン,牛乳,スキム
ミルク,白いんげん

15
豚肉,レンズまめ,チーズ コッペパン,油,小麦粉 セロリー,玉葱,人参,エリンギ,にんにく 825

ベーコン じゃが芋,油

水

豆腐,もずく 片栗粉 長ねぎ 30.9

寒天 砂糖 パインジュース,パイン缶 g

30

872

kcal

キャベツ,人参,もやし,小松菜 33.1

キャベツ,コーン,小松菜,人参,赤パプリ
カ,にんにく 29.5

小松菜,もやし,きゅうり,キャベツ,しそ
葉 30.0

長葱,人参,椎茸,たけのこ,白菜,小松菜,生
姜 36.2

にんにく,玉葱,赤パプリカ,黄パプリカ,
バジル,小松菜 795

人参,もやし,にら,トマト kcal


