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ごはん　または　パン

オレンジ
ジュース

今月の献立より
２９日　主食のリザーブの日です。ごはんかパンを選んでもらいます。

6 月

579

＊お知らせ＊

にんじん・こまつな・かぼちゃ
ブロッコリー・たまねぎ・たけのこ
ほししいたけ・しめじ・きくらげ

カリフラワー・ホールコーン
リンゴ・ねぎ・レモン

                                                   ※献立は食材の関係等で変更することがあります。ご了承ください。

・給食費の引き落とし日は、１４日（火）です。御確認をお願いいたします。

31 金 しょくパン
きのことにくだんごのスープ

かぼちゃのサラダ
リンゴジャム

ぶたにく・しぼりどうふ・たまご
けずりぶし・ぎゅうにゅう

パン・でんぷん・さとう
ごま・オリーブオイル

アーモンド・ごまあぶら

にんじん・パセリ・たまねぎ
ホールトマト・ごぼう・セロリ

ホールコーン・キャベツ
水

ごぼうハンバーグ
コーンポテト

ミネストローネ

ぶたにく・しぼりどうふ
だいず・ベーコン・たまご
けずりぶし・ぎゅうにゅう

こめ・パン・じゃがいも
パンこ・ごま・あぶら

アルファベットマカロニ

695

30 木 ひじきごはん
きすのてんぷら

いなかじる

とりにく・だいず・あぶらあげ
きす・たまご・なまあげ

あかみそ・ひじき・にぼし
みそ・ぎゅうにゅう

こめ・さとう・ごま
じゃがいも・こむぎこ
こんにゃく・あぶら

にんじん・ごぼう・たけのこ
グリンピース・だいこん・ねぎ

れんこん・ほししいたけ

604

29

にんじん・たまねぎ・もやし
きゅうり・リンゴ・キャベツ

フルーツミックスかん

674

28 火 あきのかやくごはん
さばのもみじやき

いものこじる

とりにく・さば・あぶらあげ
とうふ・ひじき・ヨーグルト
けずりぶし・ぎゅうにゅう

こめ・さとう・さといも・くり
こんにゃく・やきふ・ごま

あぶら・マヨネーズ

にんじん・こまつな・しめじ
ごぼう・だいこん・れんこん

ねぎ・ほししいたけ

671

27 月 さつまいものカレーライス
ちゅうかサラダ

フルーツミックス
とりにく・ロースハム・ぎゅうにゅう

こめ・さつまいも・こむぎこ
しらたき・さとう・ごま

バター・あぶら・ごまあぶら

にんじん・ねぎ・ごぼう
えのきたけ・だいこん

601

24 金 キャロットライス
とりにくのハーブやき

ポトフ
ベーコン・とりにく・ウィンナー

けずりぶし・ぎゅうにゅう
こめ・むぎ・じゃがいも

バター・あぶら
にんじん・たまねぎ・セロリ

キャベツ・ホールコーン

566

23 木 きびごはん
ほっけのおろしソース

えのきちりめん
とんじる

ほっけ・ぶたにく・とうふ・みそ
あぶらあげ・あかみそ・くきわかめ

ちりめんじゃこ・ぎゅうにゅう

こめ・きび・さとう
じゃがいも・こんにゃく
でんぷん・ごま・あぶら

にんじん・パセリ・たまねぎ
マッシュルーム・キャベツ

グリンピース

672

22 水 くりごはん
てばにくのカレーに
こんさいのうまに

くきわかめのきんぴら

とりにく・さつまあげ・くきわかめ
けずりぶし・ぎゅうにゅう

こめ・もちごめ・さとう
さといも・こんにゃく・くり
ごま・あぶら・ごまあぶら

にんじん・さやいんげん
ごぼう・たけのこ・れんこん

だいこん・ほししいたけ

617

21 火 マーガリンパン
ポテトグラタン

せんぎりやさいのスープ
ぶどうまめ

とりにく・えび・ベーコン・だいず
チーズ・けずりぶし・ぎゅうにゅう

パン・じゃがいも・こむぎこ
さとう・あぶら・バター

にんじん・こまつな
まいたけ・たまねぎ

ごぼう・ホールコーン

601

20 月 しせんどうふどん
もやしのナムル

たまごとワンタンのスープ

とうふ・ぶたにく
とりにく・たまご

けずりぶし・ぎゅうにゅう

こめ・さとう・でんぷん・あぶら
ワンタンのかわ・ごま・ごまあぶら

にんじん・ちんげんさい・ねぎ
こまつな・たけのこ・もやし

きくらげ・ほししいたけ

611

17 金 まいたけごはん
たまごやき
はなごぼう

あおなととうふのスープ

ぶたにく・たまご・とうふ
きざみこぶ・あぶらあげ

かつおぶしこ・ぎゅうにゅう

こめ・もちごめ・さとう
ごま・あぶら・ごまあぶら

にんじん・こまつな・たまねぎ
ねぎ・えのきたけ・ホールコーン

635

16 木 カレーうどん
だいがくいも

かいせんいため
くだもの

ぶたにく・えび・いか
けずりぶし・ぎゅうにゅう

うどん・さつまいも・さとう
しらたき・でんぷん・くろごま

あぶら・ごまあぶら

にんじん・こまつな・たまねぎ
にら・ねぎ・もやし・キャベツ
たけのこ・きくらげ・くだもの

602

15 水 さんしょくごはん
わかめスープ

キャンディーナッツ
とりにく・たまご・カットわかめ
とうふ・けずりぶし・ぎゅにゅう

こめ・さとう・ごま
ふんとう・カシューナッツ

あぶら・ごまあぶら

にんじん・ごぼう・れんこん
たまねぎ・ホールコーン・しめじ

オレンジジュース

563

14 火 ごはん
さんまのかばやき

ごもくにまめ
みそしる

さんま・だいず・ちくわ
あぶらあげ・みそ・あかみそ

にぼし・ぎゅうにゅう

こめ・でんぷん・さとう
こんにゃく・じゃがいも・あぶら

にんじん・さやいんげん・ごぼう
キャベツ・たまねぎ・えのきたけ

768

10 金 こんさいピラフ
ウィンナーのケチャップあえ

あきいろのポタージュ

とりにく・だいず
ウィンナー・ベーコン

なまクリーム・ぎゅうにゅう

こめ・むぎ・じゃがいも
バター・あぶら・ごまあぶら

639

9 木 いそごはん
ホキとだいずのあげに

かきたまじる

ホキ・だいず・とうふ・たまご
カットわかめ・ちりめんじゃこ

けずりぶし・ぎゅうにゅう

こめ・さとう・ごま
でんぷん・あぶら

にんじん・こまつな・たまねぎ
646

にんじん・ホールトマト・たまねぎ
グリンピース・れんこん・キャベツ
だいこん・ホールコーン・くだもの

604

8 水 ごこくごはん
さけのしおやき

なまあげのみそいため
にびたし

なまあげ・ぶたにく・あかみそ
さけ・けずりぶし・ぎゅにゅう

こめ・あかまい・むぎ・きび
あわ・さとう・でんぷん・あぶら

にんじん・さやえんどう・ねぎ
こまつな・キャベツ・たけのこ

きくらげ・もやし

7 火 ライトフランスパン
きんときまめのシチュー
パリパリこんさいサラダ

くだもの

きんときまめ・ぶたにく
チーズ・ぎゅうにゅう

パン・じゃがいも・こむぎこ
さとう・ごま・あぶら
バター・ごまあぶら

こねぎ・にんじん・さやいんげん
こまつな・たまねぎ・ホールコーン

610

4 土 スパゲティーミートソース
フレンチサラダ
スィートポテト

ぶたにく・チーズ
なまクリーム・ぎゅうにゅう

スパゲティ・さとう
さつまいも・あぶら

バター・オリーブオイル

にんじん・ホールトマト
セロリ・キャベツ・きゅうり

たまねぎ・ホールコーン

729

3 金 むぎごはん
いかのしちみやき

じゃがいものそぼろに
あおなのバターいため

いか・とりにく・ぎゅうにゅう
こめ・むぎ・じゃがいも

いとこんにゃく・でんぷん
ごま・バター・あぶら

にんじん・はくさい
きくらげ・たけのこ
ねぎ・さやえんどう

614

2 木 チャーハン
かいせんぼうぎょうざ

もやしのスープ
くだもの

ぶたにく・たまご・えび
とりにく・タラすりみ・みそ
けずりぶし・ぎゅうにゅう

こめ・むぎ・さとう・でんぷん
ぎょうざのかわ・ごま
あぶら・ごまあぶら

にんじん・こねぎ・にら
こまつな・たまねぎ・はくさい

もやし・きくらげ・ねぎ・くだもの

602

1 水 ごはん
ふりかけ

やきししゃも
ごもくどうふ

とうふ・ぶたにく・えび・いか
ちりめんじゃこ・かつおぶしこ

ししゃも・ぎゅうにゅう

こめ・でんぷん・さとう
ごま・あぶら・ごまあぶら

平成26年度

10月こんだてよていひょう
八王子市立恩方第二小学校

(給食回数22回)
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