
日付 2日（月） 3日（火） 4日（水） 5日（木） 6日（金）
ごはん・海苔の佃煮 セサミトースト ごはん マーボー焼きそば 赤飯新校舎落成記念式典お祝い献立

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
卯の花卵焼き かぼちゃのシチュー えび入りシューマイ中国料理 白菜のさっぱり漬け 鮭のごまだれ焼き
ごま和え ひじきサラダ 変わり漬け フルーツカクテル　リクエストマロニーあえ

みそ汁 具だくさんみそ汁 かきたま汁

赤
きざみのり,牛乳飲用,鶏ひき肉,おか
ら,鶏卵,白みそ

牛乳飲用,ベーコン,鶏肉,牛乳調理用,
生クリーム,芽ひじき

,牛乳飲用,豚ひき肉,鶏ひき肉,むきえ
び,木綿豆腐,赤みそ,白みそ

豚ひき肉,赤みそ,豆腐,牛乳飲用 ささげ,牛乳飲用,生鮭,鶏卵

黄
米,上白糖,油,白ごま,ゴマペースト,
じゃがいも

食パン,バター,ねりごま,はちみつ,白
ごま,油,小麦粉,サラダ油

米,白ごま,上白糖,でんぷん,しゅうま
いの皮,ごま油,油,じゃがいも

油,むし中華めん,ごま油,上白糖,でん
ぷん,サラダ油,三温糖

米,もち米,黒ごま,上白糖,白ごま,マロ
ニー,ごま油,でんぷん

緑

しょうが,たけのこ(水煮缶詰),にんじ
ん,こまつな,キャベツ,もやし,たまね
ぎ

セロリ,たまねぎ,マッシュルーム,ク
リームコーン,ホールコーン,かぼちゃ,
キャベツ,きゅうり,にんじん

干ししいたけ,しょうが,たまねぎ,ね
ぎ,キャベツ,きゅうり,にんじん,しょ
うが汁,だいこん,こまつな

にんにく,しょうが,たまねぎ,にんじ
ん,たけのこ,ねぎ,さやいんげん,はく
さい,りんご缶,みかん缶,黄桃缶

キャベツ,にんじん,もやし,ねぎ

日付 ９日（月） １０日（火） １１日（水） １２日（木） １３日（金）
チキンライス ココアパン　リクエスト 骨太チャーハン シーフードスパゲッティ ごはん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
スコッチブロス　イギリス料理白いんげんのグラタンリクエスト大根のナムル じゃがいものフレンチサラダ さばのスパイシー焼き
りんご ごま風味サラダ 白菜スープ りんご せいだのたまじ山梨県の料理

みかん ヨーグルト 豆腐のすまし汁

赤
鶏肉,牛乳飲用,ベーコン,ひよこ豆 牛乳飲用,ベーコン,牛乳調理用,生ク

リーム,むきえび,いんげんまめ,鶏卵,
粉チーズ

豚肉,芽ひじき,ちりめんじゃこ,小町え
び,鶏卵,牛乳飲用,木綿豆腐．ヨーグル
ト

豚ひき肉,むきえび,いか,たこ,牛乳飲
用

牛乳飲用,さば,赤みそ,木綿豆腐

黄
米,バター,油,じゃがいも,押麦 ココアパン,油バター,小麦粉,生パン

粉,白ごま,上白糖,ゴマペースト,ごま
油

米,油,ごま油,バター,上白糖,白ごま,は
るさめ

スパゲティ,サラダ油,油,バター,小麦
粉,じゃがいも,はちみつ

米,油,じゃがいも,上白糖．麦

緑

にんにく,たまねぎ,マッシュルーム,に
んじん,ピーマン,セロリ,かぶ,パセリ,
りんご

たまねぎ,にんじん,マッシュルーム,ほ
うれんそう,キャベツ,きゅうり,ホール
コーン,みかん

ねぎ,しょうが,にんにく,にんじん,こ
まつな,だいこん,もやし,はくさい

セロリ,にんにく,たまねぎ,にんじん,
ホールトマト,ピーマン,キャベツ,きゅ
うり,りんご

しょうが,にんにく,にんじん,えのきた
け,こまつな,ねぎ

日付 １６日（月） １７日（火） １８日（水） １９日（木） ２０日（金）
きんぴらごはん フレンチトースト 大豆ごはん ごはん ほうとう
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ししゃものカレー揚げ ポークビーンズ 茶碗蒸し　リクエスト 鮭の七味焼き フライドポテト
アーモンド和え いかサラダ かぶの三色あえ 大根と里芋の煮物 フルーツヨーグルト
飛鳥汁　リクエスト みかん 和風もやしスープ

赤
鶏肉,牛乳飲用,ししゃも,木綿豆腐,牛
乳調理用,豆乳,白みそ

牛乳調理用,鶏卵,牛乳飲用,豚肉,大豆,,
いか

大豆,油揚げ,牛乳飲用,鶏肉,鶏卵,姫ち
くわ,糸削り

牛乳飲用,生鮭,豚肉 豚肉,油揚げ,赤みそ,白みそ,牛乳飲用,
ﾖｰｸﾞﾙﾄ

黄
米,もち米,米粒麦,ごま油,糸こんにゃ
く,上白糖,あげ油,小麦粉,でんぷん,
アーモンド（粉）,油,こんにゃく

食パン,上白糖,バター,油,じゃがいも,
小麦粉,サラダ油．ホールコーン

米,もち米,上白糖.麦 米,ごま油,上白糖,油,こんにゃく,さと
いも

冷凍ほうとう,あげ油,じゃがいも

緑

洗いごぼう,にんじん,さやえんどう,
キャベツ,もやし,こまつな,だいこん,
ねぎ

セロリ,たまねぎ,にんじん,マッシュ
ルーム,キャベツ,きゅうり

にんじん,こまつな,干ししいたけ,小松
菜,きゅうり,かぶ(根),かぶ(葉),しょう
が汁,レモン,みかん

にんにく,しょうが,ねぎ,にんじん,だ
いこん,さやいんげん,たまねぎ,もや
し,小松菜

にんじん,だいこん,はくさい,かぼ
ちゃ,ねぎ,こまつな,みかん缶,黄桃缶,
パイン缶,りんご缶

２３日（月） ２４日（火） ２５日（水）
ごはん 五目寿司 ミルクパン
牛乳 牛乳 牛乳
揚げ餃子　リクエスト きのこのすまし汁 ローストチキン　リクエスト

チョレギサラダ ☆デザートのセレクト☆ 粉ふきいも
利休汁 オレンジゼリーまたは 野菜スープ

　　　　　　ぶどうゼリー 黄桃缶　リクエスト

赤
牛乳飲用,豚ひき肉,耐熱糸寒天,もみの
り,油揚げ,白みそ

鶏肉,油揚げ,鶏卵,きざみのり,牛乳飲
用,木綿豆腐,粉寒天

牛乳飲用,鶏骨付きもも肉,豚肉

黄
米,あげ油,ごま油,ぎょうざの皮（17
㎝）,白ごま,ねりごま

米,上白糖,油 ミルクパン,あげ油,でんぷん,小麦粉,
赤ざらめ,じゃがいも

緑

ねぎ,はくさい,にら,にんにく,しょう
が,キャベツ,きゅうり,こまつな,だい
こん

干ししいたけ,たけのこ,にんじん,さや
えんどう,しめじ,えのきたけ,こまつ
な,オレンジジュース,みかん缶,ぶどう
ジュース

しょうが汁,にんじん,たまねぎ,はくさ
い,もやし,ほうれんそう,くだもの
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※都合により献立を変更することがあります。また調理工程の複雑化を防ぐために、原因食品以外のものも除去する場合がありま

紅白かまぼこ
紅白は祝いの色です。
かまぼこは「日の出」
を象徴しています。

栗きんとん
黄金色に輝く財宝に
たとえて豊かな一年
を願う料理です。

黒 豆
「まめ（まじめ）」に
働き、「まめに（健康
的）」に暮らせるよう
に願いを込めます。

海老（えび）
えびのように長いひげを
はやし、腰が曲がるまで
長生きできますようにと
願いを込めます。

昆布巻き
「よろこぶ」の語呂合
わせで、縁起物として
祝い料理に欠かせない
料理です。

伊達巻き
長崎から江戸に伝わっ
た「カステラかまぼこ」
が起源だといわれます。
形が巻物に似ているので
学問や習い事の成就を願
う食べ物です。

《知ろう！食べよう！おせち料理》
おせち料理とは節句（季節の変わり目）の一番目あたる正月に、神様にお供えするご馳走です。家
族の幸せと、その年の豊作を祈って食べます。めでたいことを重ねるという願いを込めて、重箱に
詰めます。地域や家庭によってさまざまな料理がありますが、代表的なものを紹介します。


