
10  月 の　こんだてひょう にいざしりつひがしのしょうがっこう

 ｴﾈﾙｷﾞｰ

(kcal)

 ﾀﾝﾊﾟｸ質

(g)

混合けずり　かまぼこ
油揚げ　わかめ うどん 人参　長葱　小松菜 627
ちりめんじゃこ　鶏卵 さつまいも たまねぎ 24.6

小麦粉　なたね油 ごぼう　人参
ベ―コン 米　米サラダ油 たまねぎ　人参

ホールコーン マッシュル―ム　赤ピーマン 575
たまねぎ　人参 22

ぶた肉　ウインナー じゃがいも キャベツ　パセリ
ベ―コン　のり スパゲティ　米サラダ油 にんにく　たまねぎ　人参

しいたけ　エリンギ　ぶなしめじ　えのき
たけ

580

ぶた肉 ごま油 こんにゃく　きゅうり 23.4
グレープゼリー もやし　にんじん

ぶた肉　えび 米　もち米　米サラダ油 人参　たけのこ　干し椎茸
ごま油　ごま 567

わかめ　とり肉　鶏卵　 たまねぎ　キャベツ　人参 26.2
ヨーグルト
ちりめんじゃこ ごはん　ごま油　ごま だいこん葉

黒こんにゃく　さといも ごぼう　人参　だいこん 556
とり肉　みそ 三温糖 23.9

キャベツ　きゅうり
食パン　ブルーベリー

さけ　 でん粉　小麦粉　なたね油　三温糖
米サラダ油 レモン汁　パセリ

644

じゃがいも 29.3
 ベ―コン 鶏卵 　 トマト　小松菜　セロリ
とり肉　鶏卵 ごはん　でん粉　小麦粉 キャベツ

パン粉　なたね油　三温糖 627
米サラダ油 ごぼう　人参　こんにゃく 28

とうふ　油揚げ　みそ じゃがいも だいこん　干し椎茸　小松菜　長葱
鶏卵　チーズ　牛乳 小麦粉　さとう　さつまいも

バタ― 人参　もやし　長葱 651
混合けずり　とり肉　 ウェーブワンタン　ごま油 小松菜 25.9
ヨーグルト
こんぶ　ぶた肉　油揚げ 米　米サラダ油　三温糖 人参
とり肉　とうふ　みそ　 しろこんにゃく　さといも ごぼう　だいこん　長葱 568

干し椎茸　人参 23.9
わかめ キャベツ　レモン汁
混合けずり　ぶた肉 蒸し中華めん　ごま油　豚骨 しょうが　にんにく　人参　もやし

米サラダ油　ホールコーン　ごま 干し椎茸　キャベツ　　小松菜 666
ぶた肉　とり肉 しゅうまいの皮　でん粉　油 しょうが 長葱　干し椎茸 32.4

ミニトマト
ぶた肉　なると　鶏卵 米　ごま油　米サラダ油 にんにく　長葱　にんじん

559
混合けずり　とり肉 はるさめ 干し椎茸　人参　たけのこ 25.1

もやし　チンゲンサイ
ぶた肉　だいず　チーズ コッペパン　油　バタ― にんにく　たまねぎ　セロリ

小麦粉 649
とり肉　鶏卵　 米サラダ油　じゃがいも たまねぎ　ほうれんそう 28.4
牛乳　ゼラチン　こなかんてん生クリ―ム　さとう インスタントコーヒー

米　もち米　さつまいも
くり　ごま 599

メルル―サ でん粉　なたね油　三温糖 たまねぎ　人参　小松菜 21.2
みかん

ぶた肉 ごはん　米サラダ油　小麦粉 しょうが　にんにく　たまねぎ
人参　マッシュル―ム 601
えのきたけ　エリンギ　ぶなしめじ 20.9

ホールコーン　さとう 海藻　キャベツ　きゅうり
とり肉　ひじき　油揚げ 米　米サラダ油　三温糖 人参　干し椎茸
イカ　 小麦粉　でん粉　なたね油 しょうが 603
みそ 25.8

ごま 人参　もやし　小松菜
混合けずり　ぶた肉 うどん にんじん　だいこん　干し椎茸
油揚げ　みそ はくさい　長葱　ほうれんそう 631

さつまいも　なたね油 22.3
三温糖　水あめ　ごま
ごはん

とうふ　ぶた肉 米サラダ油　三温糖　でん粉 しょうが　にんにく　長葱 631
ごま油 人参　干し椎茸　にら 24.8
はるさめ　ホールコーン　さとう きゅうり　もやし　人参

とり肉　鶏卵 米　米サラダ油　ホールコーン にんにく　たまねぎ　セロリ　人参
とり肉　 トマト　ピ―マン 577

キャベツ　ほうれんそう　マッシュル―
ム たまねぎ

22

こなかんてん さとう りんごジュース
油揚げ　かつおぶし 米　米サラダ油　ごま 人参
ちりめんじゃこ　 625
とり肉　鶏卵　 小麦粉　でん粉　油 にんにく　しょうが 30.9
こんぶ だいこん　はくさい　人参
ちりめんじゃこ　わかめ 米　ごま
とり肉　高野豆腐 米サラダ油　黒こんにゃく ごぼう　人参　干し椎茸 557

だいこん 25.2
三温糖　ごま油 小松菜　もやし　人参

オリーブ油　ベ―コン スパゲティ　米サラダ油 とうがらし　にんにく　たまねぎ
エリンギ　ほうれんそう 569

ハム マヨネ―ズ 21.2
かぼちゃ　きゅうり　たまねぎ

お　　も　　な　　食　　品

血や肉や骨をつくる

かいそうサラダ
ひじきごはん

しろみざかなのあまずあんかけ
みかん
ひきにくときのこのカレー

イカのかりんあげ
ごまみそあえ

チリコンカンドック

ポパイスープ
カフェオレゼリー
いもくりごはん

てづくりあげしゅうまい（２こ）
ミニトマト
チャーハン

ごもくはるさめスープ

31
（木）

30
（水）

26
（土）

25
（金）

29
（火）

24
（木）

21
（月）

23
（水）

17
（木）

18
（金）

15
（火）

16
（水）

10
（木）

11
（金）

やきにくサラダ

9
（水）

日　付
熱や力のもとになる 体の調子をととのえる

3
（木）

（火）

（火）

グレープゼリー
ちゅうかふうたきこみごはん

ヨーグルト（げんきヨーグルト）

4
（金）

7

ジョア

（月）

8

そくせきづけ（キャベツ）

トマトとたまごのスープ
ソースカツどん（とりにく）

ぐだくさんみそしる

こ　　ん　　だ　　て　　

ちゅうかふうたまごスープ

ぶたにくとキャベツのスープに

ジャコ入りあきのかきあげ
1

2
（水）

わかめうどん

わふうきのこスパゲティ

あおなのふりかけごはん
さといもとだいこんのにもの

しょくパン　ブルーベリージャム

さけのレモンソースがけ

こふきいも

　

カラフルピラフ

ほうれんそうのぺペロンチーノ

ハムいりかぼちゃのサラダ

さつまいもとチーズのむしパン
ワンタンスープ

ヨーグルト

わかめとじゃこのごはん
とりにくとこんさいのにもの

こまつなのからしあえ

たきこみこんぶごはん
さつまじる

キャベツとわかめのおひたし

おかかいりたきこみごはん

さくさくとりてん
だいこんとはくさいのこんぶづけ

やさいスープ

しおラーメン

てづくりりんごゼリー

ごはん
しせんどうふ

はるさめサラダ

ちゃんこうどん

だいがくいも

スパイシーピラフ

＊献立表はメニューごとに材料を表示しています。
＊入荷等の都合により献立を変更することがあります。
＊全ての材料を表示しているわけではありません。


