
日付 1日（火） 2日（水） 3日（木） 4日（金）
ココアパン 枝豆ごはん パエリア　スペイン料理 五目あんかけ焼きそば
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
白いんげんのグラタン さんまの塩焼き スペイン風オムレツ 舟きゅうり
イタリアンスープ 野菜のポン酢あえ 野菜スープ フルーツヨーグルトかけ

みかん みそ汁

赤
牛乳飲用,ベーコン,牛乳調理用,いんげ
んまめ,白いんげん,むきえび,鶏卵,生
クリーム,ピザチーズ,ベーコン,鶏肉,
粉チーズ

牛乳飲用,さんま,油揚げ,白みそ,生わ
かめ

鶏肉,いか,ツナ缶,牛乳飲用,ベーコン,
鶏卵,生クリーム,豚肉

豚肉,いか,牛乳飲用,ﾖｰｸﾞﾙﾄ

黄
ココアパン,油,米粉,生パン粉.じゃが
いも

米,白ごま,上白糖 米,バター,油,じゃがいも,オリーブ油 油,むし中華めん,上白糖,くず粉

緑
たまねぎ,マッシュルーム,にんじん,ほ
うれんそう,ホールコーン,みかん

えだまめ,にんじん,もやし,こまつな,
はくさい,すだち,だいこん

にんにく,たまねぎ,マッシュルーム,に
んじん,ピーマン,パセリ,キャベツ,
ホールコーン,こまつな

しょうが,たまねぎ,にんじん,たけの
こ,キャベツ,もやし,にら,きゅうり,み
かん缶,黄桃缶,パイン缶,りんご(缶詰)

日付 7日（月） 8日（火） 9日（水） 10日（木） 11日（金）
卵とじ丼 トースト きつねうどん 栗ごはん チキンライス
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
しらす和え ポークビーンズ フライドポテト 鮭の七味焼き パンプキンサラダ
みそ汁 チーズ入りサラダ オレンジ もやしの甘酢かけ ブドウゼリー

鶏ごぼう汁

赤
鶏肉,高野豆腐(乾),鶏卵,牛乳飲用,しら
す干し,油揚げ,白みそ

牛乳飲用,豚肉,大豆,ダイスチーズ 豚肉,油揚げ,牛乳飲用 牛乳飲用,生鮭,鶏肉,木綿豆腐,油揚げ 鶏肉,牛乳飲用,粉寒天

黄
米,米粒麦 食パン,バター,油,じゃがいも,小麦粉,

上白糖,はちみつ,サラダ油
冷凍うどん,上白糖,あげ油,じゃがいも 米,もち米,麦、むきぐり,ごま油,上白

糖,白ごま,こんにゃく
米,バター,油,あげ油.はちみつ,サラダ
油,上白糖

緑

たまねぎ,こまつな,しそ,キャベツ,に
んじん,もやし,ほうれんそう,かぶ

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

たまねぎ,にんじん,こまつな,オレンジ にんにく,しょうが,ねぎ,もやし,にん
じん,キャベツ,こまつな,洗いごぼう,
だいこん

にんにく,たまねぎ,マッシュルーム,に
んじん,ピーマン,かぼちゃ,キャベツ,
きゅうり,ぶどう(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)

日付 14日（月） 15（火） 16（水） 17（木） 18（金）
イカフライドック ごはん・手作りなめたけ ふわふわキーマカレー ごはん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ビーンズチャウダー 鶏肉の塩麹焼き オニオンドレッシングサラダ 卯の花入り卵焼き

白滝の有馬煮 柿 青菜とえのきたけのおひたし
みそ汁 けんちん汁

赤
いか,牛乳飲用,ベーコン,豚肉,レンズ
まめ,牛乳調理用,生クリーム

牛乳飲用,鶏肉,豚肉,油揚げ,白みそ 豚ひき肉,大豆,木綿豆腐,牛乳飲用 牛乳飲用,鶏ひき肉,おから,鶏卵,鶏肉,
木綿豆腐

黄
コッペパン,あげ油,小麦粉,パン粉,油,
じゃがいも,米粉

米,塩麹,油,しらたき,上白糖 米,バター,油,小麦粉,じゃがいも,サラ
ダ油,上白糖

米,油,上白糖,ごま油,じゃがいも.麦

緑

キャベツ,にんにく,たまねぎ,にんじ
ん,パセリ

えのきたけ,しょうが汁,にんにく,洗い
ごぼう,たけのこ,にんじん,さやえんど
う,はくさい,ねぎ

にんにく,セロリ,たまねぎ,にんじん,
ホールトマト,さやいんげん,キャベツ,
きゅうり,柿

しょうが,たけのこ.にんじん,こまつ
な,ほうれんそう,もやし,えのきたけ,
洗いごぼう,だいこん,ねぎ

21日（月） 22日（火） 23日（水） 24日（木） 25日（金）
蒜山おこわ   岡山県郷土料理 ごはん 五目そぼろ丼 田舎うどん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ししゃものカレー揚げ 鰆のはちみつみそ焼き 具だくさんみそ汁 変わり漬け
飛鳥汁　　　奈良県郷土料理 野菜のうま煮 柿 スィートポテト

かきたま汁

赤
鶏肉,油揚げ,牛乳飲用,ししゃも,豚肉,
木綿豆腐,牛乳調理用,豆乳,白みそ

牛乳飲用,さわら,赤みそ,豚肉,鶏卵 鶏ひき肉,鶏卵,牛乳飲用,木綿豆腐,赤
みそ,白みそ

豚肉,油揚げ,赤みそ,白みそ,牛乳飲用,
牛乳調理用,生クリーム

黄
もち米,米,押麦,油,上白糖,あげ油,小麦
粉,でんぷん,こんにゃく

米,はちみつ,油,こんにゃく,じゃがい
も,上白糖,でんぷん

米,油,上白糖,じゃがいも,ごま油 油,冷凍うどん,上白糖,ごま油,さつま
いも,バター

緑

洗いごぼう,干ししいたけ,にんじん,さ
やいんげん,だいこん,ねぎ

しょうが汁,しょうが,たまねぎ,にんじ
ん,干ししいたけ,たけのこ(水煮缶詰),
さやえんどう,ねぎ

しょうが,にんじん,洗いごぼう,いんげ
ん,たまねぎ,だいこん,ねぎ,こまつな,
くだもの

にんにく,しょうが,たまねぎ,にんじ
ん,たけのこ,干ししいたけ,ねぎ,こま
つな,キャベツ,きゅうり,しょうが汁

26日（土） 29日（火） 30日（水） 31日（木）
カレーミートホットサンド ごはん・のりの佃煮 みそラーメン ミルクパン　行事食
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ホワイトシチュー 鰆のつけ焼き ジャガイモのホイル焼き かぼちゃのシチュー
フルーツカクテル 切干大根の炒め煮 アロエ入りフルーツカクテル 海藻サラダ

むらくもスープ みかん

赤
豚ひき肉,レンズまめ,粉チーズ,牛乳飲
用,ベーコン,豚肉,生クリーム

きざみのり,牛乳飲用,さわら,油揚げ,
木綿豆腐,鶏卵

豚肉,赤みそ,牛乳飲用,ベーコン 牛乳飲用,ベーコン,鶏肉,牛乳調理用,
生クリーム,海藻ミックス

黄
丸パン.マーガリン.バター.油.じゃが
いも.小麦粉.上白糖

米,上白糖,油,でんぷん 冷凍ラーメン,サラダ油,油,ごま油,
じゃがいも,バター,上白糖

ミルクパン,油,小麦粉,バター,はちみ
つ,サラダ油

緑

セロリ,にんにく,たまねぎ,ホールトマ
ト,にんじん,マッシュルーム,パセリ,
パイン缶,みかん缶,黄桃缶

にんにく,しょうが,たまねぎ,りんご,
切干しだいこん,にんじん,ほうれんそ
う,こまつな」

しょうが,にんにく,にんじん,ねぎ,は
くさい,もやし,にら,パセリ,パイン缶,
みかん缶,黄桃缶,アロエ缶

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,みかん

備考
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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す。


