
米 米 米

豚肉 あいびきミンチ うどん
人参 人参 きゃべつ
ピーマン 玉ねぎ ピーマン
玉ねぎ ピーマン 玉ねぎ
ビーフン コンソメ 人参
中華だし ケチャップ 豚肉
しょうゆ ソース

小松菜
きゅうり 人参 きゅうり
もやし コーン きゃべつ
人参 鮭フレーク もやし
ささみ コンソメ カニカマ
中華だし マヨネーズ 和風ドレッシング
しょうゆ
ごま油 人参 コーン

玉ねぎ 小松菜
人参 しめじ 人参
玉ねぎ ウインナー だし
木綿豆腐 コンソメ みそ
わかめ
だし フルーツ フルーツ
みそ

米 米 米 米 米 米
ゆかりふりかけ 牛肉

鶏肉 あいびきミンチ ごぼう あいびきミンチ 中華めん
しょうゆ 豚ミンチ 玉ねぎ 人参 玉ねぎ 豚肉
酒 きゅうり じゃがいも しめじ 木綿豆腐 人参
しょうが コーン 小麦粉 ひじき コンソメ もやし
小麦粉 もやし たまご 糸こんにゃく ケチャップ きゃべつ
油 中華めん パン粉 いんげん かまぼこ

中華だし 油 だし きゃべつ コーン
人参 しょうゆ さとう 人参 ねぎ
きゅうり ごま油 切り干し大根 しょうゆ きゅうり 中華だし
ハム ごま 人参 みりん コーン 醬油
マカロニ 油揚げ ツナ缶
コンソメ 牛肉 だし 人参 コンソメ きゅうり
マヨネーズ 人参 さとう きゅうり マヨネーズ きゃべつ

玉ねぎ しょうゆ かにかま もやし
人参 じゃがいも みりん わかめ 人参 中華だし
玉ねぎ しめじ 春雨 玉ねぎ しょうゆ
じゃがいも 糸こんにゃく 人参 だし しめじ ごま油
油揚げ だし 玉ねぎ 酢 ほうれん草
だし さとう 木綿豆腐 さとう コンソメ フルーツ
みそ しょうゆ わかめ しょうゆ

みりん だし フルーツ
フルーツ みそ 人参

ぜりー 玉ねぎ
フルーツ えのき

木綿豆腐
だし
しょうゆ
みりん

フルーツ

米 米 米 米 米 米
わかめふりかけ 牛肉

豚肉 あいびきミンチ 豚ミンチ かれい 玉ねぎ
玉ねぎ 玉ねぎ 人参 牛肉 人参 人参
人参 木綿豆腐 玉ねぎ 玉ねぎ 玉ねぎ ねぎ
ピーマン コンソメ にら 人参 ピーマン 卵
さとう パン粉 チヂミ粉 しめじ 小麦粉 しょうゆ
しょうゆ 中華だし 白ねぎ 油 みりん
みりん じゃがいも ごま油 うどん 酢 さとう

人参 さとう さとう だし
じゃがいも しめじ 春雨 しょうゆ しょうゆ
人参 ウインナー 人参 みりん 大根
きゅうり パセリ きゅうり だし じゃがいも 人参
ハム コンソメ もやし 鶏ミンチ きゅうり
コンソメ しょうゆ ハム ちくわ 人参 わかめ
マヨネーズ ごま カレー粉 いんげん 酢

人参 中華だし 小麦粉 だし さとう
人参 玉ねぎ しょうゆ 油 さとう めんつゆ
玉ねぎ 木綿豆腐 ごま油 しょうゆ
わかめ えのき 酢 ぜりー みりん ふ
油揚げ だし 大根
だし みそ 人参 人参 えのき
みそ えのき 玉ねぎ

フルーツ わかめ ねぎ
フルーツ 白ねぎ ワンタンの皮

中華だし

フルーツ

～給食室より～

梅雨があけると、いよいよ本格的な夏がやってきますね。暑い日が続くと食欲がなくなることもありま

すが、１日３食バランスよく食事をとって元気に過ごせるようにしましょう。また、こまめに水分補給

をすることも心がけましょう！


