
◆給食は毎日、牛乳がつきます。

3日 月曜日 4日 火曜日 ５日 水曜日 ６日 木曜日 ７日 金曜日

アレルギー 352/11.8 アレルギー 386/11.6 アレルギー 437/17.0 アレルギー 344/11.7 アレルギー 492/20.0

アレルギー 755/31.0 アレルギー 620/25.7 アレルギー 808/32.0 アレルギー 622/19.8 アレルギー 593/23.5

アレルギー 522/25.8 アレルギー 634/20.0 アレルギー 664/25.2 アレルギー 563/22.7 アレルギー

１０日 月曜日 １１日 火曜日 １２日 水曜日 １３日 木曜日 １４日 金曜日

アレルギー 507/13.6 アレルギー 331/12.1 アレルギー 577/25.5 アレルギー 332/14.3 アレルギー 420/12.7

アレルギー 899/23.7 アレルギー 723/27.0 アレルギー 703/26.6 アレルギー 740/32.8 アレルギー 830/37.6

アレルギー 678/19.7 アレルギー 566/20.3 アレルギー 866/26.8 アレルギー 563/20.9 アレルギー

１７日 月曜日 １８日 火曜日 １９日 水曜日 ２０日 木曜日 ２１日 金曜日

アレルギー 387/8.7 アレルギー 376/13.0 アレルギー 443/17.8 アレルギー 318/11.5 アレルギー 392/11.1

アレルギー 646/23.7 アレルギー 577/29.2 アレルギー 684/29.9 アレルギー 736/31.1 アレルギー 615/22.4

アレルギー 573/23.0 アレルギー 738/24.4 アレルギー 608/27.1 アレルギー 538/19.7 アレルギー

２４日 月曜日 ２５日 火曜日 ２６日 水曜日 ２７日 木曜日 28日 金曜日

アレルギー 507/13.6 アレルギー 312/9.6 アレルギー 528/23.5 アレルギー 377/12.5 アレルギー 449/22.3

アレルギー 699/28.2 アレルギー 607/25.3 アレルギー 682／24.9 アレルギー 638/32.9 アレルギー 620/３１．１

アレルギー 550/21.6 アレルギー 579/20.4 アレルギー 560/16.7 アレルギー 625/16.6 アレルギー

夕
ごはん/みそ汁/鰆のごま焼き/
はりはり漬け/かぼちゃの甘煮

朝
クロワッサン/ウインナー/ゆでブロッコリー/牛

乳
トースト/スープ/バナナ セルフサンド/りんごジュース くるみパン/ミネストローネ/ヨーグルト ごはん/みそ汁/鮭の塩焼き/ごま和え

クロワッサン　牛乳 トースト セルフサンド くるみパン　ヨーグルト

給
食

ごはん/中華スープ/麻婆なす/春雨サラダ
ごはん/みそ汁/魚のさんが焼き/

野菜の塩昆布和え
じゅうしい/もずくスープ

ゴーヤチャンプル/サーターアンダーギー
ごはん/かき玉汁

かつおの照り揚げ/野菜の梅肉和え
ジャージャー麺/中華スープ /いかの和え物

ゴーヤチャンプル　サーターアンダーギー かき玉汁 ジャージャー麺
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給
食

ごはん/スープ/ガーリックチキン/ツナサラ
ダ

ごはん/スープ/ほきのチリソース/ナムル ロコモコ/玉ねぎドレッシングサラダ ごはん/みそ汁/するめのかき揚げ/ごま酢和え コッペパン/ポークビーンズ/ごぼうサラダ/びわ

ロコモコ

朝
トースト/ジャーマンポテト/ヨーグルト ロールパン/スープ/バナナ セルフサンド/牛乳 トースト/スープ/ヨーグルト ごはん/みそ汁/鯖の塩焼き/れんこんのきんぴら

トースト、ヨーグルト ロールパン セルフサンド　牛乳 トースト　ヨーグルト

するめのかき揚げ コッペパン　ごぼうサラダ

夕

ごはん/すまし汁/鮭の梅マヨ焼き
ひじきの煮物/スナップえんどうのおかか和

え
きつね丼/ばち汁/酢の物

ごはん/みそ汁/鶏肉の照り焼き
マカロニサラダ/トマト

ごはん/中華スープ/にらと豚肉の炒め物
中華和え/プチデザート

鮭の梅マヨ焼き こぎつね丼　ばち汁 マカロニサラダ プチデザート

朝
クロワッサン/ウインナー/ゆでブロッコリー/牛

乳 トースト/スープ/ヨーグルト セルフバーガー/牛乳 ロールパン/スープ/ゆで卵 ピザトースト/ヨーグルト/りんごジュース

クロワッサン　牛乳

夕
ごはん/ビーフンスープ/春巻き

ホイコーロー/香味和え
ナポリタン/じゃがいものスープ/えびサラ

ダ
ごはん/なすのみそ汁/

チキン南蛮/パプリカサラダ
ごはん/なめこ汁/

カレー肉じゃが/野菜の甘酢和え

トースト　ヨーグルト セルフバーガー 牛乳 ロールパン　ゆで卵 ピザトースト　ヨーグルト

給
食

手巻きずし(お楽しみの具）/つみれ汁 ごはん/みそ汁/鯖のしょうが焼き/ごま和え ビビンバ/ワンタンスープ/フルーツゼリー
えんどうごはん/ゆばのすまし汁/
鰺のフライ/ほうれん草のおひたし

ごはん/ふのすまし汁/
豆腐の肉みそ焼き/野菜の磯香和え

春巻き ナポリタン　えびサラダ チキン南蛮

手巻きずしの具 ワンタンスープ 鰺のフライ 豆腐の肉みそ焼き　ふのすまし汁

朝
トースト/ジャーマンポテト/オレンジ

ジュース
あんパン/スープ/ヨーグルト セルフドッグ/牛乳 トースト/サラダ/ヨーグルト

トースト　 あんパン　ヨーグルト セルフドッグ　牛乳 トースト　ヨーグルト

給
食

ごはん/トックスープ/酢豚/韓国のり
ごはん/すまし汁

鮭のごまみそ焼き/茎わかめの和え物
ごはん/ご汁/鰺の竜田揚げ/ゆかり和え

ごはん/かぼちゃのみそ汁/
鶏肉の塩麹焼き/小松菜の煮びたし

夕
ごはん/みそ汁/鯖の煮付け/

じゃがいものきんぴら/即席漬け
ごはん/みそ汁/かぼちゃコロッケ/

ハムサラダ/じゃこピーマン
親子丼/すまし汁/糸かまぼこの和え物

ごはん/中華スープ/なすと豚肉の甘辛炒め
きゅうりときくらげの和え物/プチデザート

かぼちゃコロッケ　ハムサラダ 親子丼 プチデザート

ごはん/みそ汁/卵焼き/
いんげんのおかか和え

卵焼き

きなこ揚げパン/肉団子スープ/海藻サラダ

きなこ揚げパン

スタミナ丼/わかめスープ/大根サラダ
ごはん/みそ汁/ししゃもフライ/
ビーフン炒め/きゅうりの浅漬け

チキンカレーライス/ひじきサラダ

ししゃもフライ チキンカレーライス　

食事の後はしっかり歯磨

きをする。

甘いお菓子やジュースを

だらだら食べ続けない。
よく噛んで食べる。

〈虫歯予防の３つのポイント！〉★6月4日から10日まで歯と口の健康週間です。歯の健康は、 健康な体を作るためにとても

大切です。 6日、7日にカミカミメニューをとり入れています。よくかんで食べることを心が

け、食後はしっかり歯を磨きましょう。（6日:するめのかき揚げ ７日：ごぼうサラダ）

★お楽しみメニュー

21日：きなこ揚げパン〈揚げたパンに砂糖ときなこをまぶします。）

26日：沖縄料理〈じゅうしいは、豚肉と昆布を使った炊き込みごはんです。沖縄の家庭でよく

作られています。サーターアンダーギーは１つ１つ給食室で手作りします。お楽しみに！）


