
主　食 牛乳 体　を　作る（赤） 働 く 力 になる（黄） 体 の 調子をよくする（緑）
小学部
低学年

中学部
高等部

ごはん ハム、昆布 米、パン粉、油 キャベツ、大根葉、小松菜 （Kcal） （Kcal）

ウインナー、牛乳 ごま、砂糖、マカロニ きくらげ、玉ねぎ、トマト 518 748

ごはん 鶏肉のから揚げ（キャベツ） 鶏肉、豆腐 米、小麦粉、油 生姜、にんにく、キャベツ

ヨーグルト、牛乳 春雨、砂糖 ピーマン、パプリカ、玉ねぎ 569 829

ヨーグルトゼリー ほうれん草、人参

ごはん 牛肉の塩すきやき煮 牛肉、牛乳 米、じゃがいも 白菜、ちんげん菜、玉ねぎ

砂糖 切干大根、人参、小松菜 520 792

ごはん 鶏肉、厚揚げ 米、小麦粉、油 ほうれん草、人参、かぼちゃ

牛乳 マヨネーズ、砂糖 きゅうり、白菜

ごはん 豚肉、牛乳 米、パン粉、でんぷん ピーマン、玉ねぎ、キャベツ

（スパゲティー、ソース） スパゲティー、春雨 れんこん、こんにゃく

れんこんのきんぴら 油、マヨネーズ 人参、コーン

さつまいも、ごま

ごはん 豚肉、ひじき 米、砂糖 生姜、キャベツ、ひじき

ひじきの煮物、おから 油揚げ、おから マカロニ 人参、白ねぎ、干椎茸 504 805

牛乳 マヨネーズ

ごはん さば、卵、みそ 米、砂糖、油 こんにゃく、人参、ごぼう

牛乳 玉ねぎ、ちんげん菜

ごはん 豚肉、しらす干し 米、小麦粉、パン粉、油、砂糖 切干大根、人参、干椎茸

牛乳 スパゲティー、じゃがいも きゅうり、ほうれん草

さつまいものサラダ、しらす和え さつまいも、マヨネーズ

ごはん 鶏肉、牛乳 米、砂糖、油 キャベツ、人参、こんにゃく

マヨネーズ、ごま かぼちゃ、なす 515 787

ごはん ハンバーグ（スパゲティー） 鶏肉、昆布 米、パン粉、小麦粉 トマト、玉ねぎ、人参

じゃがいものクリーム煮 油揚げ、ヨーグルト 油、スパゲティー コーン 531 745

昆布と油揚げの煮物 牛乳 じゃがいも、砂糖

ごはん ホキ、青のり 米、小麦粉、油 キャベツ、人参、きくらげ

がんもどき、豚肉 砂糖、ビーフン にんにく、玉ねぎ、コーン

ジャーマンポテト 牛乳 じゃがいも

ごはん ハム、豚肉 米、中華麺、油 小松菜、人参、ごぼう

牛乳 じゃがいも、砂糖 キャベツ 527 804

ごま、マヨネーズ

ごはん 鶏肉、みそ 米、じゃがいも、砂糖 人参、パセリ、こんにゃく

牛乳 油、小麦粉、パン粉 干椎茸、きくらげ、れんこん

スパゲティー、里芋 パプリカ、ピーマン、ほうれん草

ごはん 鶏肉、ツナ 米、小麦粉、油 生姜、にんにく、白ねぎ

牛乳 砂糖、里芋 トマト、ブロッコリー、ごぼう 555 810

コーン、切干大根、パセリ

ごはん いか、えび、卵 米、小麦粉、パン粉 玉ねぎ、ピーマン、パプリカ

海藻、ヨーグルト 油、マヨネーズ にんにく

春雨炒め、海藻サラダ 牛乳 春雨、砂糖

ごはん さば、豚肉、鶏肉 米、砂糖、小麦粉 玉ねぎ、キャベツ、生姜

牛乳 油、砂糖、じゃがいも 切干大根、人参、小松菜 508 780

マヨネーズ コーン、グリンピース

ごはん 鶏肉、卵 米、パン粉、でんぷん 人参、玉ねぎ、ピーマン

牛乳 油、砂糖、じゃがいも コーン、パセリ、ブロッコリー 519 807

マカロニ、マヨネーズ

ごはん 鶏肉、牛肉、みそ 米、小麦粉、油 生姜、にんにく、玉ねぎ

ひじき、牛乳 スパゲティー、砂糖 にんにく、切干大根、人参 528 820

ほうれん草のごま和え マヨネーズ、ごま ほうれん草

ごはん 牛肉、厚揚げ 米、砂糖、油 白菜、こんにゃく、人参

牛乳 春雨、マヨネーズ きゅうり、コーン 490 799

春雨サラダ

※　食材料の入荷等の都合により、献立や食材料の一部を変更することがあります。

昆布と大根葉の和え物

かぼちゃのサラダ、厚揚げの煮物

29 金

牛すき煮、厚揚げの煮物

こんにゃくの炒め物

27 水

酢豚風肉団子、じゃがいもの旨煮

マカロニサラダ

ゆでブロッコリー

28 木

鶏肉のから揚げ（スパゲティー）

肉みそ、ひじきと大根のサラダ

522 800
えびフライ（タルタルソース）

ヨーグルトゼリー

26 火

さばの煮付、揚げしゅうまい

切干大根のきんぴら

ポテトサラダ

22 金

鶏肉のチリソース（ブロッコリー）

里芋と根菜のがめ煮

コーン、大根のサラダ

25 月

いかフライ（ソース・キャベツ）

21 木

野菜コロッケ（スパゲティー）

590 819どて煮、れんこんのきんぴら

ほうれん草のごま和え

537 803がんもどきの煮物、焼きビーフン

20 水

ハムステーキ、焼きそば

フライドポテト、小松菜の煮浸し

ごぼうのサラダ

15 金

ヨーグルトゼリー

19 火

魚のいそべ揚げ（キャベツ）

切干大根の炒め物

14 木

鶏肉のさっぱり煮

人参とこんにゃくのきんぴら

かぼちゃのサラダ、なすの煮物

724こんにゃくのみそ煮

ごぼうの炒め煮、中華和え

13 水

とんかつ（ソース、スパゲティー）

544 789

11 月

豚肉の生姜焼（キャベツ）

マカロニサラダ

12 火

さばの漬け焼き、だし巻き卵

562

501

861ほうれん草のお浸し

8 金

ピーマンの肉詰めフライ

575 819

春雨サラダ、さつまいもの甘煮

6 水 粉ふきいも、切干大根の煮物

小松菜の煮浸し

7 木

とり天（天つゆ）

1 金

ハムカツ（キャベツ）、小松菜の和え物

マカロニのケチャップ和え

2 土 春雨炒め、白和え
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