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ミルク、フライドポテト

ミルク、かりんとう

こ　　　ん　　　　だ　　　　て　　　　ひ　　　ょ　　　う

2022ねん06がつ

ざいりょうめい

むぎちゃ、ひじきごはん

ミルク、マカロニあべかわ

むぎちゃ、おこのみやき

ミルク、ドーナツ

ミルク、コーンフレーク

ミルク、バームクーヘン

ミルク、じゃがいものみそでん
がく

りんごジュース、せんべい

ミルク、キャロットケーキ

ミルク、はらじゅくドック

いちごヨーグルト、アスパラガ
スビスケット

ごはん、コーンスープ、にこみ
ハンバーグ　スパゲティーそ
え、ボイルブロッコリー

こめ、スパゲティー、むぎ、パ
ンこ、あぶら、さとう

ぶたひきにく、ミルク、たま
ご、ぎゅうにゅう

たまねぎ、ブロッコリー、コー
ン、にんじん

ごはん、ほうれんそうとにんじ
んのみそしる、さけのレモン
に、ふくめに、オレンジ

こめ、むぎ、さとう、あぶら、
かたくりこ

さけ、ミルク、みそ、ぎゅう
にゅう

オレンジ、だいこん、にんじ
ん、ほうれんそう、しめじ、グ
リンピース、レモン

のむヨーグルト、サブレ

ミートボール、アメリカンドッ
グ、ミルク、とうふ、かつおぶ
し、ぎゅうにゅう

もやし、バナナ、こまつな、に
んじん、ねぎ、しいたけ

ミルク、バナナケーキ

ミルク、アメリカンドッグ

ごはん、しめじとたまねぎのみ
そしる、メンチカツ、わふうサ
ラダ

こめ、こむぎこ、さとう、む
ぎ、あぶら

メンチカツ、ミルク、あぶらあ
げ、みそ、たまご、バター、
ぎゅうにゅう

キャベツ、たまねぎ、バナナ、
しめじ、にんじん、きゅうり、
わかめ

ひづけ こんだて ３じのおやつ

ごはん、だいこんとあぶらあげのみ
そしる、とりにくのやわらかに、ブ
ロッコリーのツナサラダ

こめ、しょくパン、あぶら、む
ぎ、さとう

とりにく、ミルク、みそ、あぶ
らあげ、ツナ、ぎゅうにゅう、
きなこ

ブロッコリー、だいこん、ね
ぎ、にんじん、しょうが、にん
にく

ミルク、きなこあげパン

やきにくどん、わかめとコーン
のスープ、マカロニサラダ、カ
ルピスゼリー

こめ、マカロニ、むぎ、マヨ
ネーズ、さとう、かたくりこ、
あぶら、ごまあぶら

ぶたにく、カルピス、ミルク、
ぎゅうにゅう

たまねぎ、ブロッコリー、き
ピーマン、コーン、にんじん、
わかめ、かんてん

ミルク、せんべい

ふりかけごはん、こまつなとあ
ぶらあげのみそしる、ウイン
ナー、ボイルブロッコリー、バ
ナナ

こめ、むぎ、マヨネーズ

ごはん、にらたまじる、シャリ
アピン、やさいいため

こめ、しょくパン、むぎ、あぶ
ら、さとう、ごまあぶら

ぶたにく、たまご、ミルク、み
そ、バター、ぎゅうにゅう

たまねぎ、キャベツ、もやし、にん
じん、ピーマン、にら、いちごジャ
ム、しょうが、にんにく

ミルク、ジャムサンド

ぎゅうにゅう、ウインナー、あ
ぶらあげ、みそ、

バナナ、こまつな、ブロッコ
リー

りんごジュース、せんべい

たまご、かじき、みそ、ミル
ク、ぎゅうにゅう

オレンジ、もやし、たまねぎ、ほう
れんそう、にんじん、わかめ、グリ
ンピース、ねぎ、しいたけ、しょう
が

しょくパン（ジ・ピ）、やさい
スープ、とりにくのマーマレー
ドやき、コールスローサラダ

こめ、しょくパン、マヨネー
ズ、バターピーナッツ、かたく
りこ、さとう

とりにく、ウインナー、バ
ター、ぎゅうにゅう

キャベツ、にんじん、たまね
ぎ、しめじ、コーン、いちご
ジャム、マーマレード

むぎちゃ、ウインナーとコーン
のまぜごはん

ミロミルク、リッツ

プリン

ごはん、とうふとわかめのみそ
しる、とりのつくねに、かふう
サラダ

こめ、かたくりこ、むぎ、さと
う、あぶら、ごまあぶら

とりひきにく、とうふ、ミル
ク、たまご、ハム、みそ、ぎゅ
うにゅう

もやし、たまねぎ、きゅうり、
わかめ、にんじん

チキンカレーライス、ラッ
シー、はるさめサラダ、バナナ

こめ、じゃがいも、さとう、む
ぎ、はるさめ、あぶら

とりにく、ミルク、ぎゅうにゅ
う

バナナ、たまねぎ、キャベツ、
にんじん、きゅうり、ふくじん
づけ、ピーマン、レモン

ごはん、じゃがいもとわかめのみそ
しる、さかなとやさいのあまずあん
かけ、ほうれんそうのごまあえ、オ
レンジ

こめ、じゃがいも、むぎ、あぶ
ら、かたくりこ、ごま、さとう

なっとうごはん、たまねぎとと
うふのみそしる、シューマイ、
ボイルブロッコリー、バナナ

こめ、むぎ、マヨネーズ
ぎゅうにゅう、シューマイ、
なっとう、とうふ、みそ

バナナ、たまねぎ、ブロッコ
リー

ふりかけごはん、えのきとあぶらあ
げのみそしる、ぎせいどうふ、きゃ
べつのごまマヨネーズあえ

じゃがいも、こめ、マヨネー
ズ、むぎ、さとう、あぶら、ご
ま

たまご、ミルク、とうふ、み
そ、ちくわ、あぶらあげ、ぎゅ
うにゅう

キャベツ、にんじん、えのきた
け、ほうれんそう、ひじき

ごはん、しめじとたまねぎのみ
そしる、メンチカツ、わふうサ
ラダ

こめ、こむぎこ、さとう、む
ぎ、あぶら、

メンチカツ、ミルク、あぶらあ
げ、みそ、たまご、バター、
ぎゅうにゅう

キャベツ、たまねぎ、にんじ
ん、しめじ、きゅうり、わかめ

ごもくうどん、むぎちゃ、ミー
トボール、もやしのあえもの、
バナナ

うどん、あぶら
ミートボール、ミルク、とう
ふ、チーズ、かつおぶし、ぎゅ
うにゅう

もやし、バナナ、こまつな、に
んじん、ねぎ、しいたけ

こめ、むぎ、さとう、あぶら、
かたくりこ

さけ、ミルク、みそ、ぎゅう
にゅう

オレンジ、だいこん、にんじ
ん、ほうれんそう、しめじ、い
ちごジャム、グリンピース、レ
モン

ごはん、だいこんとあぶらあげのみ
そしる、とりにくのやわらかに、ブ
ロッコリーのツナサラダ

こめ、コッペパン、あぶら、む
ぎ、ごま、さとう

とりにく、ミルク、みそ、あぶ
らあげ、ツナ、ぎゅうにゅう

ブロッコリー、だいこん、ね
ぎ、にんじん、しょうが、にん
にく

ごはん、ほうれんそうとにんじ
んのみそしる、さけのレモン
に、ふくめに、オレンジ

ミルク、スティックパン

ごはん、にらたまじる、シャリ
アピン、やさいいため

こめ、フライドポテト、さと
う、むぎ、あぶら、ごまあぶら

ぶたにく、たまご、ミルク、み
そ、バター、ぎゅうにゅう

たまねぎ、キャベツ、もやし、
にんじん、ピーマン、にら、
しょうが、にんにく

りんごジュース、せんべい

とりにく、あぶらあげ、ぎゅう
にゅう

キャベツ、にんじん、たまね
ぎ、マーマレード、にんじん、
しめじ、いちごジャム、ひじき

なっとうごはん、たまねぎとと
うふのみそしる、シューマイ、
ボイルブロッコリー、バナナ

こめ、むぎ、マヨネーズ
ぎゅうにゅう、シューマイ、
なっとう、とうふ、みそ

エビフライ、ミルク、ベーコ
ン、バター、ぎゅうにゅう

もやし、メロン、たまねぎ、ほうれ
んそう、コーン、にんじん、きゅう
り、マッシュルーム、グリンピース

ベーコンピラフ、ポパイスー
プ、エビフライ、やさいのいろ
どりあえ、メロン

バナナ、たまねぎ、ブロッコ
リー

ごはん、じゃがいもとわかめのみそ
しる、さかなとやさいのあまずあん
かけ、ほうれんそうのごまあえ、オ
レンジ

こめ、じゃがいも、マカロニ、
むぎ、あぶら、かたくりこ、ご
ま、さとう

かじき、ミルク、みそ、きな
こ、ぎゅうにゅう

オレンジ、もやし、たまねぎ、ほう
れんそう、にんじん、わかめ、グリ
ンピース、ねぎ、しいたけ、しょう
が

しょくパン（ジ・ピ）、やさい
スープ、とりにくのマーマレー
ドやき、コールスローサラダ

こめ、しょくパン、マヨネー
ズ、バターピーナッツ、あぶ
ら、かたくりこ、さとう

こめ、むぎ、マヨネーズ
ぎゅうにゅう、ウインナー、あ
ぶらあげ、みそ、

バナナ、こまつな、ブロッコ
リー

りんごジュース、せんべい

チキンカレーライス、ラッ
シー、はるさめサラダ、バナナ

こめ、じゃがいも、こむぎこ、
さとう、マヨネーズ、あぶら、
むぎ、はるさめ

とりにく、ミルク、たまご、ほ
しえび、かつおぶし、ぎゅう
にゅう

バナナ、たまねぎ、キャベツ、にん
じん、きゅうり、ふくじんづけ、
ピーマン、にら、あおのり、レモン

こめ、あぶら、さとう、ごま

ふりかけごはん、えのきとあぶらあ
げのみそしる、ぎせいどうふ、きゃ
べつのごまマヨネーズあえ

こめ、マヨネーズ、むぎ、さと
う、あぶら、ごま

たまご、ミルク、とうふ、ちく
わ、みそ、あぶらあげ、ぎゅう
にゅう

キャベツ、にんじん、えのきた
け、ほうれんそう、ひじき

ごもくうどん、むぎちゃ、ミー
トボール、もやしのあえもの、
バナナ

うどん、あぶら

ふりかけごはん、こまつなとあ
ぶらあげのみそしる、ウイン
ナー、ボイルブロッコリー、バ
ナナ


