
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日

朝食 ごはん 焼きおにぎり 調理パン等(セレクト) 調理パン等(セレクト)
じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 豆腐と葱の味噌汁
チキンの醤油焼き 甘口卵焼き
きんぴらごぼう 野菜炒め
さつまいもの甘煮 ジョア　オレンジ

昼食 五目ごはん ごはん ハヤシライス お弁当
具だくさん汁 大根とわかめのスープ チキンナゲット
さんま竜田 回鍋肉 コーヒー牛乳
グリーンサラダ えびフリッター おかわりサラダ
みかん ナタデココ おかわりポテトサラダ

夕食 ごはん 魚介とんこつラーメン ごはん ごはん
白湯スープ ぎょうざ のっぺい汁 白菜と豚肉の中華スープ
焼き肉(選べるたれ) 水菜とささみのサラダ 豚肉のスタミナ焼き 甘酢チキン
シンプルサラダ 牛乳 グリーンサラダ シンプルサラダ
牛乳 納豆 ババロアシュー

5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

朝食 選べる茶漬け チョコクリスピー・牛乳 ごはん ドッグロール ごはん ハムチーズロール 調理パン等(セレクト)
若鶏のごま照り焼き チーズオムレツ 鶏肉と白菜のしょうがスープ チーズ入りウインナー 精進汁 野菜オムレツ
春雨サラダ 赤ウインナー 豚肉いんげん巻き グリーンサラダ 味噌だれ肉団子 野菜とベーコンのソテー
ヨーグルト ゆでブロッコリー マカロニサラダ 白菜のクリームスープ 小松菜とささみのおひたし ココア
おかわり漬物 おかわりスープ 鮭フレーク グレープジュース 味付きのり おかわりポテトサラダ

昼食 カレーライス ジャージャー麺 ビビンバ ごはん ごはん ごはん ペペロンチーノパスタ
ビッグチキン にらまんじゅう えび海鮮ぎょうざ さつまいもの味噌汁 麩とあおさの味噌汁 キャベツと豚肉の中華スープ ノンフライチキン
グリーンサラダ 中華レタスサラダ くし切りトマト ぶりのてり焼き 牛肉と大根の煮物 エビチリ コーヒー牛乳
牛乳 みかん 牛乳 肉野菜炒め グリーンサラダ グリーンサラダ おかわりサラダ

今川焼(カスタード) ペアクリームワッフル りんご おかわりスープ

夕食 麦ご飯 ごはん ごはん ごはん ほうとう風うどん 中華丼 ごはん
すいとん 肉豆腐 たまごスープ わかめと豆腐・ねぎの味噌汁(赤だし) もち米肉団子 小龍包 わかめと揚げの味噌汁
サーモンソテー たこやき ロールキャベツ(選べるソース） 鶏のから揚げ ゆでスナップエンドウ シンプルサラダ プルコギ風炒め
サニーレタスとかにかまのサラダ 水菜のグリーンサラダ グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ 牛乳 牛乳 シンプルサラダ
おかわりとろろ 牛乳 ティラミス コーヒー牛乳 おかわりスープ おかわりキムチ

おかわり切干大根

12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日

朝食 ナン ごはん フルーツグラノーラ･牛乳 ごはん 食パン ごはん 調理パン等(セレクト)
テリチキ 麩とねぎの味噌汁 ピカタ けんちん汁 ハムステーキ ほうれん草の味噌汁
グリーンサラダ 鶏つくね ポテト＆ベーコン 肉団子 グリーンサラダ いかと野菜のチヂミ
白菜のクリームスープ 小松菜とちくわの炒めもの おかわりスープ 白菜の煮びたし ポトフ かわりきんぴら
コーヒー牛乳 温泉卵 カットパイン コーヒー牛乳 おかわりとろろ

おかわりたまごサラダ
昼食 ごはん たらこクリームスパゲティ・ 菜めし ベーグル ごはん オムライス(デミoｒトマト) お弁当

豚汁 鶏肉と野菜のバジルグリル 豆腐となめこの味噌汁 秋野菜シチュー 噌チゲ鍋風スープ 骨付きガーリックチキン
さばの塩焼き シンプルサラダ 子持ちししゃもフライ 野菜のキッシュ 白身魚のフライ(選べるソース) シンプルサラダ
キャベツとささみの和え物 コーヒー牛乳 チーズささみフライ シンプルサラダ 千切りキャベツサラダ コーヒー牛乳
ショートケーキ大福 千切りキャベツサラダ コーヒー牛乳 りんご

みかん ジャム

夕食 ごはん ごはん 焼肉丼 ごはん しょうゆラーメン･ ごはん ごはん
ポトフ風スープ 厚揚げといんげんの味噌汁 トマトサラダ 石狩なべ ひとくちぎょうざ わかめと大根のスープ 肉じゃが
ハンバーグ(選べるソース) 豚肉しょうが焼き 野菜のスパゲティサラダ 鶏肉の焼き鳥風 鶏ハラミと野菜の炒め物 焼き肉(選べるたれ) れんこんのはさみ揚げ
グリーンサラダ 水菜のグリーンサラダ シューフルーツ 水菜のグリーンサラダ ライチゼリー サニーレタスとかにかまのサラダ グリーンサラダ
牛乳 おかわり納豆 スイートポテト おかわりひじき炒り煮 牛乳

19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日

朝食 コーンフレーク・牛乳 ごはん ホットケーキ ごはん フルーツブランフレーク･牛乳 選べる茶漬け 調理パン等(セレクト)
レモンバジルチキン だし巻卵 牛乳 豆乳スープ プチウインナードッグ 野菜の焼きつくね
春雨サラダ ウインナー ケチャップ肉団子 チキンのオーブン焼き 野菜とベーコンのソテー チンゲン菜とちくわの炒め物
おかわりスープ グリーンサラダ ゆでブロッコリー ほうれん草のおひたし おかわりスープ オレンジジュース

ヤクルト おかわりスープ 味付きのり おかわり漬物
おかわり朝カレー

昼食 ごはん 鶏そば(ラーメン) 菜めし ミニラウゲンロール かりかり梅ごはん ごはん 塩やきそば・
豚もやしスープ ぎょうざ おでん オレンジデニッシュ 具だくさん汁 わかめと豆腐・ねぎの味噌汁(赤だし) 黒豚焼売
焼き鮭 きゅうりの昆布和え ノンフライチキン シーフードグラタン ぶりの塩焼き とんかつ(選べるソース) コーヒー牛乳
シンプルサラダ 牛乳 ゆでスナップエンドウ シンプルサラダ 浅漬け 千切りキャベツサラダ おかわりサラダ
クリーム白玉ぜんざい ビックプリン コーヒー牛乳 さつまいもの甘煮 杏仁豆腐 おかわりスープ

夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん かけうどん(選べるトッピング) 天津飯 ごはん
白菜と揚げの味噌汁 のっぺい汁 オニオンコンソメスープ 麩とわかめの味噌汁 かきあげ 焼きビーフン 白菜と卵の具だくさんスープ
焼きメンチカツ･から揚げ ゆで豚の選べるソース ロールキャベツ(選べるソース） 豚バラ大根 いかフリッター 水菜の韓国風サラダ 焼き肉(選べるたれ)
シンプルサラダ シンプルサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ ゆで豚サラダ 牛乳 グリーンサラダ
ヨーグルト フルーチェ いちごカステラ エッグタルト チョコムース おかわりキムチ

26日 27日 28日 29日 30日

朝食 チョコクリスピー・牛乳 ごはん クロワッサン ごはん ホテルパン
スコッチエッグ 厚揚げといんげんの味噌汁 たまごサラダ わかめと揚げの味噌汁 ミニメロンパン
おかわりスープ 鶏ごぼう巻き 野菜とベーコンのソテー 根菜入り鶏つくねハンバーグ カップグラタン
鶏肉と野菜のペペロンチーノ炒め チンゲン菜のおひたし ココア キャベツとささみの炒め物 ゆでブロッコリー

ソフールヨーグルト おかわりバナナ 味付きのり おかわりスープ
おかわり漬物 コーヒー牛乳

昼食 ごはん スパゲティミートソース 雑穀米 ごはん 豚丼
塩ちゃんこ鍋風スープ 厚切りポテトのハニーマスタード なめことねぎの味噌汁 中華卵スープ グリーンサラダ
サーモンフライ・手作りタルタル グリーンサラダ 鶏の竜田揚げ チンジャオロース たこやき
千切りキャベツサラダ コーヒー牛乳 千切りキャベツサラダ 小龍包 エクレア
牛乳 牛乳 りんご

夕食 ごはん ごはん ごはん カレーライス 魚介とんこつラーメン
さつまいもの味噌汁 ポトフ風スープ 白菜と豚肉の味噌汁 スパイシー手羽先 鶏ハラミと野菜の炒め物
豚肉のにんにく醤油炒め グリルチキン(選べるソース) ぶり大根 シンプルサラダ 中華ポテト
シンプルサラダ グリーンサラダ 水菜の韓国風サラダ 牛乳 牛乳
納豆 焼きプリンタルト 抹茶ショコラ

2018年 11月 献立表

メモ 天候により献立が変更になることがありますのでご了承ください。
11月はかぼちゃやさつまいも、りんごなどの秋のおいしい味覚を取り入れています。旬の食べ物を味わってみましょう。最近は
朝晩も冷え込み、秋が深まってきました。献立にはシチューや具だくさんスープ、ココアなど体の温まるメニューも取り入れてい
ます。そして今月は、12日（月）～15日（木）の給食で、各学年順番に毎年恒例のお好み焼きを提供します。このお好み焼きは、
東京の有名百貨店で販売されている人気店のものです。また、今回提供するお好み焼きは“デラックス”と言って一番人気のも
のです。お楽しみに♪


