
【緑の仲間の食品】

主に体の調子を整える

炭水化物 脂質 たんぱく質 無機質 ビタミン

むぎごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ ごまあぶら とりにく　 ぎゅうにゅう にんじん　いんげん　こまつな　ねぎ

とりのてりやき・きりぼしだいこんのいために さとう あぶらあげ　みそ きりぼしだいこん　えのきたけ

じゃがいものみそしる じゃがいも こうやどうふ たまねぎ　ほししいたけ

にくどん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら ぶたにく ぎゅうにゅう しらたき　にんじん　こまつな　ねぎ

わかめサラダ・おふのみそしる さとう　　ふ ごまあぶら あぶらあげ　みそ しょうが　たまねぎ　とうもろこし

ごま もやし　きゅうり

ソースやきそば・ぎゅうにゅう やきそば あぶら ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん　ピーマン　にら　たまねぎ

あげぎょうざ・ワンタンスープ ワンタンのかわ とりにく　 もやし　キャベツ　はくさい

ぎょうざのかわ

むぎごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら ぶたにく ぎゅうにゅう ほうれんそう　にんじん　こまつな　たまねぎ

ぶたにくのしょうがいため・おかかあえ さとう かつおぶし　みそ もやし　しょうが　はくさい　 618
キャベツのみそしる・バナナ あぶらあげ　 キャベツ　えのきたけ　バナナ

とりごぼうごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら とりにく　 ぎゅうにゅう こんにゃく　にんじん　いんげん　こまつな ３年生
やさいとがんものにもの・なめこじる さとう　でんぷん ごま がんもどき　みそ しょうが　ごぼう　えだまめ　だいこん 校外学習

さといも とうふ ほししいたけ　なめこ 666
むぎごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら とりにく　なんこつ ぎゅうにゅう こんにゃく　にんじん　いんげん　こまつな

なんこついりつくね・ごもくきんぴら パンこ　さとう ごま みそ　さつまあげ たまねぎ　にんにく　しょうが　ごぼう 635
じゃがいものみそしる でんぷん　じゃがいも ごまあぶら だいず　あぶらあげ えのきたけ　ねぎ

むぎごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら さわら　みそ ぎゅうにゅう にんじん　いんげん　こまつな　

さわらのさいきょうやき・やさいのにもの さといも ぶたにく　とうふ だいこん　ほししいたけ　えのきたけ 603
とうふのすましじる・するめカムちゃん さとう するめいか

シュガートースト・ぎゅうにゅう パン　さとう あぶら　ごま あさり ぎゅうにゅう ほうれんそう　にんじん　きりぼしだいこん

かみかみサラダ・クラムチャウダー ゼリー マーガリン キャベツ　たまねぎ　とうもろこし 634
ようなしゼリー ホワイトルゥ マヨネーズ グリンピース

こざかなごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら こうやどうふ ぎゅうにゅう こんにゃく　にんじん　いんげん　こまつな

いかとだいこんのにもの さとう ぶたにく　みそ ちりめんじゃこ えだまめ　だいこん　えのきたけ　たまねぎ

じゃがいものみそしる・オレンジ じゃがいも あぶらあげ　いか ねぎ　おれんじ

スパゲティミートソース・ぎゅうにゅう スパゲティ あぶら ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん　トマト　ブロッコリー　こまつな

三色サラダ・やさいスープ デミグラスソース オリーブあぶら ベーコン ヨーグルト ピーマン　にんにく　たまねぎ　セロリー

ヨーグルト ドレッシング マッシュルーム　カリフラワー　ヤングコーン

むぎごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ ごまあぶら とりにく　ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん　いんげん　こまつな

まつかぜやき・いりどり パンこ　さとう ごま あぶらあげ　みそ たまねぎ　こんにゃく　しょうが　ごぼう

だいこんのみそしる たけのこ　だいこん　しめじ

むぎごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら にじます　ぶたにく ぎゅうにゅう ほうれんそう　にんじん　こまつな　

にじますのからあげ でんぷん　さとう ごま とうふ　みそ しょうが　はくさい　ごぼう

ほうれんそうのごまあえ・とんじる さといも だいこん　ねぎ

くろパン・ぎゅうにゅう パン あぶら とりにく　ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん　ピーマン　トマト

マカロニグラタン・やさいソテー マカロニ　じゃがいも ベーコン　ひよこまめ チーズ たまねぎ　マッシュルーム　キャベツ

ミネストローネスープ ホワイトルゥ いんげんまめ もやし　しめじ　にんにく

みそそぼろどん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら ぶたにく　みそ ぎゅうにゅう にんじん　ピーマン　こまつな

かちりのいために（たまご） さとう　でんぷん ごまあぶら たまご　とりにく ちりめんじゃこ しょうが　たまねぎ　なす　キャベツ

けんちんじる さといも とうふ　 だいこん　ねぎ

むぎごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら あじ　かまぼこ ぎゅうにゅう にんじん　こまつな　キャベツ　きゅうり

アジフライ・キャベツのあえもの こむぎこ あぶらあげ　みそ こんぶ とうもろこし　もやし　しめじ　ねぎ

もやしのみそしる・まめによろこぶ パンこ　 だいず

にくまんふうむしパン・ぎゅうにゅう むしパンこ　はるさめ あぶら ぶたにく　みそ ぎゅうにゅう にんじん　ほししいたけ　たまねぎ

たまごのあまからに（たまご） さとう　でんぷん ごまあぶら たまご　 わかめ たけのこ　しょうが　にんにく

はるさめサラダ・わかめラーメン ちゅうかめん ハム もやし　バナナ　きゅうり

わかめごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら ぶたにく ぎゅうにゅう しらたき　にんじん　こまつな　ねぎ

にくじゃが・だいこんのみそしる じゃがいも あぶらあげ　みそ わかめ しょうが　たまねぎ　グリンピース

さとう だいこん　しめじ

きなこあげパン・ぎゅうにゅう パン　さとう あぶら とりにく ぎゅうにゅう にんじん　かぼちゃ　ブロッコリー

やさいのカレーに・やさいスープ じゃがいも ウインナー スキムミルク ほうれんそう　しょうが　にんにく

グレープフルーツ きなこ たまねぎ　キャベツ　グレープフルーツ

むぎごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら ぶたにく ぎゅうにゅう ピーマン　にんじん　にら

チンジャオロースー さとう　でんぷん ごまあぶら とりにく しょうが　たけのこ　たまねぎ　えのきたけ

ひきにくとはるさめのスープ はるさめ

むぎごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら ぶたにく　ハム ぎゅうにゅう にんじん　かぶ　かぶのは　たまねぎ

ビーンズバーグ（たまご）・ひじきのサラダ パンこ　さとう バター たまご　ひよこまめ ひじき とうもろこし　れんこん　きゅうり

かぶのスープ マヨネーズ しめじ

むぎごはん・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら さけ　ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん　いんげん　こまつな　こんにゃく

さけのしおやき・こんさいのにもの さといも　さとう とうふ　たまご ごぼう　たけのこ　だいこん

かきたまじる（たまご） でんぷん ほししいたけ　ねぎ

カレーライス・ぎゅうにゅう こめ　むぎ あぶら ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん　トマト　ブロッコリー　しょうが

いかとブロッコリーのソテー じゃがいも いか スキムミルク にんにく　たまねぎ　キャベツ

オレンジ カレールゥ　はちみつ オレンジ

※献立は都合により変わる場合があります。 ※上野原の野菜等には，下線で表示してあります。
※たまごを含む献立は，献立の隣に（たまご）と表示してあります。※マヨネーズは，たまごを原材料としないマヨネーズを使用しています。
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