
　令和３年

麦ごはん　中華炒め　果物 小倉あん入りｹｰｷ 豚肉 ｻｻﾐ ｲﾝｹﾞﾝ 小倉あん 白米 ごま 春雨 玉ねぎ 人参 ﾋﾟｰﾏﾝ 赤ﾋﾟｰﾏﾝ

春雨サラダ　とろろ昆布のすまし汁 牛乳 ﾄﾛﾛ昆布 絹ごし豆腐 牛乳 油　小麦粉 ｷｭｳﾘ ねぎ 果物

あわごはん　鯖の照り焼き おやつパン 鶏肉　鯖  ﾊﾞﾀｰ　牛乳　 白米 あわ ｵｰﾄﾐｰﾙ なめこ ｷｭｳﾘ 人参 ｲﾝｹﾞﾝ

筑前煮　なめこのみそ汁　果物 牛乳 ﾊﾞﾀｰ 小麦粉　油 ｺﾝﾆｬｸ 大根 ｺﾞﾎﾞｳ 小松菜 ｼｲﾀｹ果物

あわごはん　チキンポテトグラタン ベリージャムスコーン 鶏肉　ﾁｰｽﾞ　 ﾊﾞﾀｰ 白米 あわ ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 玉ねぎ 人参 しめじ ｴﾘﾝｷﾞｴﾉｷ

きのことほうれん草ｿﾃｰ　ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ　果物 牛乳 牛乳 じゃが芋　ベリージャム ほうれん草 小松菜 果物

　豚丼　 クラッカー　ミニゼリー 豚肉 白米　ｺｰﾝ　春雨 人参 玉ねぎ チンゲン菜

春雨スープ　　果物 牛乳 牛乳 クラッカー　ﾐﾆｾﾞﾘ‐ ﾈｷﾞ ﾋﾟ-ﾏﾝ 果物

【ｶﾐｶﾐ献立】玄米ごはん　鮭の塩焼き　果物 ほうれん草のｹｰｷ 鮭　ｳｨﾝﾅｰ  ﾁｰｽﾞ　卵 白米 玄米 ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ 玉ねぎ  ｷｬﾍﾞﾂ ほうれん草ﾈｷﾞ

ヤングコーンのソテー　キャベツのみそ汁 牛乳 牛乳　油揚げ 砂糖 油 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 人参 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ  赤ﾋﾟｰﾏﾝ 果物

ごはん　豚肉とﾊﾟﾌﾟﾘｶ炒め ゴマｸｯｷｰ 豚ロース 絹ごし豆腐バター 白米　押し麦 小麦粉  ｺﾞﾏ 玉ねぎ 人参 赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ

ポテトサラダ　アーサのすまし汁　果物 牛乳 牛乳　アーサチーズ卵 油　砂糖 じゃが芋ｺｰﾝ ｷｭｳﾘ  ﾈｷﾞ果物

あわごはん　ハンバーグ　果物 くずもち 挽肉　わかめ　卵　きな粉 白米 あわ黒糖　芋くず 切干大根　ｲﾝｹﾞﾝ　ﾊﾟｾﾘ

切干大根イリチ―　わかめのみそ汁 牛乳 牛乳　ﾁｷｱｷﾞ 刻み昆布 砂糖 ｺﾝﾆｬｸ　油　パン粉 玉ねぎ人参　果物　

あわごはん　照り焼きチキン さつま芋ケーキ 鶏肉　ｷﾄﾞﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ　ﾊﾞﾀｰ 白米 砂糖 じゃが芋 ﾊﾟｽﾀ ｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ 人参 果物

豆サラダ　ミネストローネ　果物 牛乳 ベーコン 枝豆 卵　牛乳 あわ さつま芋 ｾﾛﾘ ﾄﾏﾄ  玉ねぎ

三色丼　 麦ふぁ～・チーズ 鶏ﾐﾝﾁ　　牛乳 白米　ｺｰﾝ　油 玉ねぎ 小松菜　大根 

根菜のみそ汁　果物 牛乳 ﾁｰｽﾞ 人参　ねぎ　果物

冬野菜ｶﾚｰﾗｲｽ　ｷｭｳﾘのｼﾞｬｺｻﾗﾀﾞ ココアケーキ 鶏肉　しらす ちくわ 白米  砂糖 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 人参 玉ねぎ さつま芋白菜  果物

ほうれん草のすまし汁　果物 牛乳 牛乳　卵　ﾊﾞﾀｰ　 油　小麦粉 ｺｺｱ 大根 ｷｭｳﾘ ほうれん草 ｴﾉｷ 

ごはん　鯖のみそ焼　果物 ポンデケージョ 鯖　チキ揚げ 木綿豆腐 白米　砂糖　こんにゃく 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　ｲﾝｹﾞﾝ

五目きんぴら　豆腐のすまし汁 牛乳 わかめ　ﾁｰｽﾞ じゃが芋　片栗粉 果物

焼きそば　大根とキュウリの梅肉和え いりこ菜おにぎり 豚肉　ｱｰｻ　青のり やきそば麺　油 人参　玉ねぎ　大根　ｷｬﾍﾞﾂ

冬瓜のみそ汁　果物 お茶 白米　ごま ピーマン　ｷｭｳﾘ ﾈｷﾞ 冬瓜
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金

11 土
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14 火

15 水
冬瓜のみそ汁　果物 お茶 白米　ごま ピーマン　ｷｭｳﾘ ﾈｷﾞ 冬瓜

【ｶﾐｶﾐ献立】麦ごはん　きびなごのから揚げ ジャムサンド きびなご　豚肉　もずく 白米 押し麦食パン　ジャム 人参 ﾆﾗ ｲﾝｹﾞﾝ ほうれん草

肉じゃが　もずくスープ　果物 牛乳 牛乳 油 しらたき  じゃが芋 砂糖 玉ねぎ 白菜　果物　

【食育献立】黒米ごはん　納豆ｱﾝﾀﾞﾝｽｰ　　 ロッククッキー 納豆　豚肉　厚揚げ豆腐ﾊﾞﾀｰ 白米　黒米　油　 人参 ｷｬﾍﾞﾂ  玉ねぎ　ﾆﾗ

豆腐チャンプルー　イナムドゥチ　果物 牛乳 ｶｽﾃﾗｶﾏﾎﾞｺ 卵 ﾂﾅ　牛乳 砂糖 ｺﾝﾌﾚｰｸ　小麦粉 ｼｲﾀｹ ネギ 果物

中華あんかけ丼　 せんべい🍘ミニゼリー 豚肉　 白米　かたくり粉 人参 玉ねぎ ﾆﾗ小松菜  果物

中華スープ　果物 牛乳 牛乳 油　せんべい　ﾐﾆｾﾞﾘｰ もやし ｴﾉｷ ﾁﾝｹﾞﾝ菜

ごはん　　鮭のピザ焼き オートミールクッキー 鶏肉　ﾁｰｽﾞ　ｳｨﾝﾅｰ 白米　じゃが芋　油　 人参 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ ﾊﾟﾌﾟﾘｶ

カラフル炒め　クリームシチュー 　果物 牛乳 鮭 ﾊﾞﾀｰ　牛乳  ごま油 小麦粉　ｵｰﾄﾐｰﾙ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　果物

あわごはん　タンドリーチキン おやつﾊﾟﾝ 鶏肉　木綿豆腐 白米　あわ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ ﾚﾝｺﾝ 人参 ｲﾝｹﾞﾝ ｼﾒｼﾞ

ﾚﾝｺﾝきんぴら　しめじのみそ汁　果物 牛乳 ﾁｷ揚げ 牛乳 おやつﾊﾟﾝ ｺﾞﾏ油 ｺﾝﾆｬｸ ﾈｷﾞ 果物

【冬至献立】トゥンジージューシー　果物 アガラサー 豚肉　鶏ミンチ　枝豆 白米　ｺﾝﾆｬｸ　油　砂糖 人参　玉ねぎ　冬瓜 ｼｲﾀｹ

冬瓜の旨煮　豚汁 牛乳 牛乳 田芋　黒糖　強力粉 ﾈｷﾞ　ごぼう　果物

ミートスパゲティ　シーザーサラダ しそひじきおにぎり 合挽き肉　牛乳　 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ　ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 玉ねぎ人参  ｷｬﾍﾞﾂ 果物

コーンクリームスープ　果物 お茶 枝豆　しそひじき ｺｰﾝ　砂糖　白米 ｷｭｳﾘ ほうれん草 トマト

豚肉の生姜焼き丼 ﾋﾞｽｹｯﾄ　ミニゼリ- 豚肉　 白米　油　ﾐﾆｾﾞﾘｰ 玉ねぎ 人参 ﾋﾟｰﾏﾝ しめじ

小松菜のみそ汁　果物 牛乳 牛乳 ﾋﾞｽｹｯﾄ 小松菜 ﾈｷﾞ　果物　

麦ごはん　豚肉の味噌漬け焼き　果物 マシュマロおこし 豚肉　ﾊﾞﾀｰ 白米 押し麦 人参 ｷｬﾍﾞﾂ  ｴﾉｷ もやし

タマナーﾁｬﾝﾌﾟﾙｰ　えのきのすまし汁 牛乳 ポーク　牛乳 ｵｰﾄﾐｰﾙ　ｺｰﾝﾌﾚｰｸ　ｺﾞﾏ ﾈｷﾞ 果物玉ねぎ 小松菜 ﾆﾗ

年越しそば　もずく酢 いなり寿司 三枚肉 ｶﾏﾎﾞｺ　 沖縄そば　白米 きゅうり　ﾈｷﾞ　

果物 お茶 もずく  いなり揚げ 砂糖　ｺﾞﾏ 果物

25 土

28 火

※食材の都合により献立を変更する事があります。

27 月

　　　お    誕   生   日   会　＆　お　た　の　し　み　会
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21 火
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17 金
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22 水


