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◎都合により献立を変更することがあるかもしれません。ご了承下さい。裏面もお読みください。

ソフトチーズ チーズ

パンこ あぶら

じゃがいも あぶら

パン

31 月

しょくパン　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

かきたまじる たまご・かまぼこ・かつおぶし（だし） こんぶ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ

やさいスープ ベーコン にんじん キャベツ・たまねぎ・しめじ

かぼちゃフライ ぶたにく かぼちゃ たまねぎ

れんこんのごまネーズあえ にんじん キャベツ・れんこん・きゅうり ごま・ノンエッグマヨネーズ

じゃがいも・でんぷん

とうふハンバーグ とうふハンバーグ さとう・でんぷん

だいこん・かき　 ゼリー・さとう ごま

28 金

ぷちまるむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

27 木

かきなます　ミニりんごゼリー

こめ・むぎ

たまねぎのみそしる とうふ・あげ・みそ わかめ・いりこ（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ

いわしのおかかに いわし・かつおぶし

こめごはん　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ミックスかりんとう だいず いりこ さつまいも・さとう あぶら・アーモンド

タイピーエン うずらたまご・ぶたにく・かまぼこ にんじん・ねぎ はくさい・たまねぎ・しょうが・しいたけ はるさめ あぶら
26 水

ミルクパン

みかん みかん

25 火

パン

もやしのこんぶあえ こんぶ にんじん もやし・きゅうり

こめ・むぎむぎごはん　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

にくどうふ とうふ・ぎゅうにく にんじん・ねぎ はくさい・たまねぎ・しょうが・しいたけ こんにゃく・はるさめ・さとう あぶら

ミネストローネ だいず・いんげんまめ・ベーコン チーズ かぼちゃ・にんじん・トマト たまねぎ・セロリ・にんにく マカロニ・さとう あぶら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

（県産タイフライ・キャベツ・タルタルソース） キャベツ タルタルソース
24 月

セルフマダイバーガー たい

クッパ ぶたにく・たまご・とうふ にんじん・にら キャベツ・たまねぎ・きくらげ でんぷん ごまあぶら・あぶら

21 金

パン・パンこ あぶら

もやしのナムル しらすぼし こまつな もやし さとう ごま・ごまあぶら

こめ・むぎぷちまるむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こいわしフライ（低２こ高３こ） こいわし パンこ あぶら

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

あぶら

ほうれんそうのひじきあえ ひじき ほうれんそう もやし・コーン さとう

ごまあぶら・あぶら

ブルーベリージャム ブルーベリー さとう

チーズ・しらすぼし にんじん キャベツ・きゅうり さとう カシューナッツ・あぶら

うどん

20 木

なすのそぼろどん 　　　　　ぶたにく・だいず にんじん たまねぎ・なす・にんにく・しょうが こめ・はるさめ・さとう

こんさいのみそしる　 とうふ・みそ いりこ（だし） にんじん・ねぎ だいこん・ごぼう さつまいも

19 水
かみかみチーズサラダ

あぶら

しょくパン　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう パン

カレーうどん ぶたにく・かつお（だし） にんじん・ねぎ たまねぎ・しょうが

ごま

こそでだごじる とりにく・あげ・みそ いりこ（だし） にんじん・ねぎ だいこん・しいたけ こむぎこ・さつまいも

にんじんのごまあえ にんじん・こまつな さとう

ごぼういりメンチカツ ミンチカツ あぶら
18 火

むぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう こめ・むぎ

17 月

パン

ムース ムース

だいこんサラダ チキンフレーク わかめ にんじん だいこん・きゅうり さとう あぶら

さつまいものシチュー ベーコン・いんげんまめ チーズ・ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ・しめじ さつまいも あぶら

ソフトフランスパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

はるさめじる いか・かまぼこ・かつお（だし） こんぶ（だし） チンゲンサイ・にんじん たまねぎ・しいたけ はるさめ

のりのつくだに のり

さかなとレバーのナッツあえ とりレバー・ホキ ピーマン たまねぎ でんぷん・こむぎこ・さとう あぶら・カシューナッツ

14 金

ぷちまるむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

13 木

こめ・むぎ

てづくりぶどうゼリー かんてん ぶどうジュース さとう

たまねぎ・にんにく・しょうが こめ・じゃがいも あぶらビーフカレーライス ぎゅうにく チーズ にんじん

★りっちゃんのサラダ★ ハム・かつおぶし しおこんぶ トマト・にんじん キャベツ・きゅうり・コーン さとう あぶら

ツナサラダ ツナ キャベツ・きゅうり・たまねぎ さとう ノンエッグマヨネーズ

りんご りんご

きのこミートスパゲティ ぶたにく・ぎゅうにく・だいず トマト・にんじん・ピーマン たまねぎ・しめじ・エリンギ・にんにく スパゲッティ あぶら
12 水

コッペパン　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

11 火

パン

つみれのみそしる さかなのつみれ・とうふ・みそ わかめ・いりこ（だし） にんじん・ねぎ はくさい・だいこん・しょうが

えだまめ　・ごぼう こめ・むぎ・さとう あぶらだいずごはん だいず・あぶらあげ しらすぼし

れんこんのきんぴら ぶたにく にんじん れんこん こんにゃく・さとう あぶら

とうにゅうみそしる とうふ・とうにゅう・あげ・みそ いりこ（だし） にんじん・ねぎ だいこん・えのきたけ じゃがいも

さばのしょうがに さば しょうが さとう

こめ・むぎ

コーンとたまごのスープ たまご・ベーコン にんじん・ねぎ たまねぎ・コーン でんぷん

チンゲンサイのあえもの チンゲンサイ・にんじん もやし さとう ごま

7 金

ぷちまるむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

6 木

おかかあえ かつおぶし にんじん はくさい・もやし

にくだんごのちゅうかあんかけ ミートボール ピーマン たまねぎ さとう・でんぷん あぶら

こめごはん　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こくとうビーンズ だいず こくとう

かいそうサラダ しらすぼし・かいそう キャベツ・きゅうり さとう ごまあぶら

かぼちゃのクリームに とりにく チーズ・ぎゅうにゅう かぼちゃ・にんじん たまねぎ・しめじ マカロニ バター・あぶら
5 水

コッペパン　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう パン

みかん みかん

4 火
はるさめのちゅうかあえ わかめ にんじん もやし・コーン はるさめ・さとう

こめ・むぎむぎごはん　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こまつないりしおマーボー とうふ・ぶたにく・だいず こまつな たまねぎ・にんにく・しょうが でんぷん・さとう あぶら・ごまあぶら

あぶら

ちゃんぽん ぶたにく・いか・ちくわ にんじん・ねぎ キャベツ・もやし・たまねぎ めん あぶら
3 月

ミルクパン　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう きくらげ・しょうが・にんにく パン

ぎょうざ　（低２こ高３こ） ぎょうざ

10月　こんだてひょう

富
合

飽
田
東

とみあいきょうどうちょうりじょう

こんだてめい

(赤）おもに体をつくるもの （緑）おもに体の調子を整えるもの （黄）おもにエネルギーのもとになるもの

おもにたんぱく質 おもに無機質 おもにカロテン おもにビタミンC おもに炭水化物 おもに脂質

魚・肉・卵・豆・豆製品 牛乳・小魚・海そう 緑黄色野菜 その他の野菜・きのこ・果物 きゅうしょくメモ

目によいたべもの

バーガーにしてあじわおう！

1年生の国語

「サラダでげんき」

に出てくる、サラダをつくり

ます。

にんじん・ごぼうが

たくさんつくられて

います。

こんだての中にも目によいた

べものがたくさんあります。

しょくじからも、目をいたわ

りましょう。

あまくさのマダイを食べて、

くまもとをおうえんしよう！

くまもとけんからみなさんへ

のプレゼントです。かんしゃ

のきもちでいただきましょう。

なすは「あきた地区」が

ゆうめいなさんちです。

そのなすをつかって、

そぼろどんをつくります。

熊本のおいしいマダイを

「こそでだごじる」は、

あるものがねりこんである

だんごです。なんだろう？

２学期から、国産小麦粉

100％でリニューアル！

パンは、国産小麦粉１００％になりました！

熊本県産70％と北海道産30％の配

合です。これまでと同じ価格で提供

していただけます。

みのりの秋です。米は、むかしから日本人の

しょくじをささえてきました。

クッパは、かんこくのりょうりです。

ごはんをいれてたべます。

News！

レバー

さんま

ブルーベリー だいず

にんじん
かぼちゃ


