
牛乳 牛乳

カレー肉じゃが

精白米/強化米/麦 精白米/強化米

牛乳 牛乳

鶏肉の照り焼き 厚焼き玉子

鶏もも切身（皮なし）60g 厚焼き玉子1/10

鶏もも切身（皮なし）70g 厚焼き玉子1/8

清酒 ごま和え

醤油 キャベツ

上白糖 もやし

本みりん 人参

スパゲティソテー 上白糖

にんじん 本みりん

国産冷凍カットいんげん 醤油

チルドほぐししめじ(前日) 白炒りごま

ベーコン短冊 白すりごま

スパゲッティハーフ カレー肉じゃが

つゆの素 じゃがいも（メークイン）

食塩 にんじん

胡椒　 ムキ玉葱(当日)

サラダ油 国産冷凍カットいんげん

いももち汁 しらたきカット

細切りかまぼこ天着 豚もも肉小間

ﾁﾙﾄﾞ千切り油揚げ 清酒

チルドささがきごぼう(当日) カレー粉

長葱 上白糖

人参 醤油

大根 ウスターソース

ひとくちいももち 本みりん

食塩 清酒

醤油 水　　　　　　　　　　　　　　

清酒 サラダ油

だしパック

ヘルシーファーム和風だしの素

水　　　　　　　　　　　　　　

小麦・大豆

(▲さば）

小麦・大豆

小麦

（▲大豆）

大豆・小麦

大豆

豚肉

卵・乳・大豆・豚肉

ごま

小麦

ごま

小麦・大豆

（▲大豆） 小麦・大豆

鶏肉

鶏肉
卵・大豆・小麦

小麦・大豆

乳 乳

材料名 アレルゲン（▲コンタミ） チェック 材料名 アレルゲン（▲コンタミ） チェック

鶏肉の照り焼き 厚焼き玉子
スパゲッティソテー ごま和え
いももち汁

※アレルゲンは特定28品目を表示しています。

（▲コンタミは、原材料での使用はありませんが、製造過程で微量に混入する可能性があるものです。）

令和４年７月1日（金） 令和４年７月４日（月）

麦ごはん ごはん



牛乳 牛乳

けんちん汁 ラタトゥイユ風煮

精白米/強化米/麦 黒糖パン(個包装)40・50・70g

牛乳 牛乳

あじアーモンドフライ コーングラタン

大豆白絞油 ツナソテー

なすと豚肉のみそ炒め もやし

豚もも肉小間 冷凍カット小松菜

なす　 チルドエリンギ短冊切り(前日)

国産冷凍カットいんげん ライトツナフレーク

玉葱 にんじん

キャベツ ﾍﾙｼｰﾌｧｰﾑ　スープストック

サラダ油 食塩

白みそ 胡椒　

甜麺醤 サラダ油

上白糖 ラタトゥイユ風煮

醤油 オリーブオイル

本みりん おろし生にんにく

けんちん汁 輪切りウインナー

チルド里芋いちょう(当日) チルドかぼちゃダイスカット(前日)

木綿豆腐 玉葱

こんにゃく にんじん

人参 ピーマン

大根 ズッキーニ　

長葱 ひよこ豆蒸し煮

チルドささがきごぼう(当日) ダイストマト缶詰

干椎茸スライス（国産） トマトケチャップ

醤油 三温糖

食塩 食塩

清酒 ワイン風発酵調味料（赤）

ヘルシーファーム和風だしの素 ﾍﾙｼｰﾌｧｰﾑコンソメ

ごま油 胡椒　

だしパック 水　　　　　　　　　　　　　　

水

アセロラゼリー(鉄・繊維)40ｇ りんご

鶏肉・豚肉

ごま

(▲さば）

小麦・大豆

(▲大豆）

卵・乳・鶏肉・豚肉・ 大豆・ゼラチン

大豆

小麦・大豆

大豆

小麦・大豆・ごま

（▲大豆） 大豆

大豆・豚肉・鶏肉

豚肉 （▲大豆）

小麦・乳（▲卵）

乳 乳

大豆

材料名 アレルゲン（▲コンタミ） チェック 材料名 アレルゲン（▲コンタミ） チェック

あじアーモンドフライ コーングラタン
なすと豚肉のみそ炒め ツナソテー

アセロラゼリー

※アレルゲンは特定28品目を表示しています。

（▲コンタミは、原材料での使用はありませんが、製造過程で微量に混入する可能性があるものです。）

令和４年７月５日（火） 令和４年７月６日（水）

麦ごはん 黒糖パン

あじアーモンドフライ
50g・60g

コーングラタン
65g・80g

小麦・大豆・アーモンド
（▲乳・卵・えび・かに・いか・いくら・
オレンジ・ごま・さけ・さば・鶏肉・豚
肉・　やまいも・りんご・ゼラチン）

乳・小麦・大豆・鶏肉・豚肉
（▲卵・えび・かに・いか・いくら・
オレンジ・ごま・さけ・さば・やまい
も・　りんご・ゼラチン・アーモンド）



牛乳 牛乳

すまし汁 ABCスープ

ちらし寿司 精白米/強化米/麦

精白米/強化米 牛乳

ちらし寿司の素混ぜ込み用 ハンバーグりんごソース

牛乳 国産鶏豚ハンバーグ（FeCa)60g

星形コロッケ 国産鶏豚ハンバーグ（FeCa)80g

星形コロッケ40g 玉葱

星形コロッケ60g おろし生にんにく

大豆白絞油 りんごピューレー

わかめサラダ トマトピューレー

花ざいく（乾燥わかめ） 醤油

キャベツ ウスターソース

きゅうり 三温糖

冷凍ブロッコリー（ミニ） ほうれん草ソテー

棒棒鶏ドレッシング（小袋） 冷凍カットほうれん草

すまし汁 にんじん

星形なるとスライス ホールコーン缶

たけのこ水煮千切 ベーコン短冊

冷凍カット小松菜 食塩

ﾁﾙﾄﾞえのき1/3カット(当日) 胡椒　

にんじん ﾍﾙｼｰﾌｧｰﾑ　スープストック

鶏むね皮なし小間 ABCスープ

冷凍プチ豆腐（Ca・鉄・繊維） アルファベットマカロニ

醤油 輪切りウインナー

食塩 玉葱

清酒 にんじん

だしパック じゃがいも

ヘルシーファーム和風だしの素 冷凍カット小松菜

水　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾙｼｰﾌｧｰﾑコンソメ

七夕お星さま三色ゼリー40g ワイン風発酵調味料（白）

うすくち醤油

食塩

胡椒

水

鶏肉・豚肉

小麦・大豆

(▲さば）

（▲大豆）

大豆
（▲小麦・卵・乳）

大豆 小麦

小麦・大豆 卵・乳・鶏肉・豚肉・ 大豆・ゼラチン

大豆・豚肉・鶏肉

鶏肉

（▲卵・小麦・大豆・えび・かに）

卵・乳・大豆・豚肉

（▲大豆）

小麦・大豆・ごま・鶏肉・豚肉・ゼラチン （▲大豆）

小麦・大豆

大豆 りんご

乳

豚肉・大豆・小麦
（▲卵・イカ・牛肉・乳・エビ・さけ・ご
ま・鶏肉・ゼラチン）

鶏肉・豚肉・大豆
（▲えび・かに・小麦・卵・乳）

チェック

乳

小麦・大豆

星形コロッケ
わかめサラダ（ドレッシング） ほうれん草ソテー

七夕デザート

ハンバーグりんごソース

材料名 アレルゲン（▲コンタミ） チェック 材料名 アレルゲン（▲コンタミ）

※アレルゲンは特定28品目を表示しています。

（▲コンタミは、原材料での使用はありませんが、製造過程で微量に混入する可能性があるものです。）

令和４年７月７日（木） 令和４年７月８日（金）

ちらし寿司 麦ごはん



ごはん 牛乳

豚汁 フルーツポンチ

精白米/強化米 精白米/強化米/麦

牛乳 牛乳

さば塩焼き ささみチーズフライ

さば文化干し50g チーズ入りささみフライ50g

さば文化干し60g チーズ入りささみフライ60g

ひじき煮 大豆白絞油

芽ひじき 減塩中濃ソース

人参 ウインナーソテー

大豆水煮レトルト もやし

冷凍カット油揚げ キャベツ

冷凍カット小松菜

輪切りウインナー

国産冷凍カットいんげん サラダ油

醤油 食塩

上白糖 胡椒　

本みりん ﾍﾙｼｰﾌｧｰﾑ　スープストック

サラダ油 フルーツポンチ

水　　　　　　　　　　　　　　 りんごダイス缶

豚汁 みかん缶詰

豚もも肉小間 パインチビット缶

板こんにゃく 黄桃ダイスカット缶

大根 カクテルゼリー

にんじん 砂糖

チルドささがきごぼう（当日） ワイン風調味料（白）

チルド里芋いちょう（当日） 水　　　　　　　　　　　　　　

冷凍プチ豆腐（Ca・鉄・繊維） ミネラルウォーター

長葱

みそ

減塩強化みそ

だしパック

栄養だし

ヘルシーファーム和風だしの素

水　　　　　　　　　　　　　　

大豆

(▲さば）

(▲さば）

大豆

大豆

大豆・もも・りんご

豚肉

もも

大豆・豚肉・鶏肉

りんご

小麦・大豆

大豆

（▲大豆）

（▲大豆）

卵・乳・鶏肉・豚肉・ 大豆・ゼラチン

大豆
（▲えび・かに）

りんご・大豆

大豆

大豆

サバ 鶏肉・小麦・乳

チェック

乳 乳

ひじき煮 ウインナーソテー

材料名 アレルゲン（▲コンタミ） チェック 材料名 アレルゲン（▲コンタミ）

減塩さつま揚げスライス

※アレルゲンは特定28品目を表示しています。

（▲コンタミは、原材料での使用はありませんが、製造過程で微量に混入する可能性があるものです。）

令和４年７月１１日（月） 令和４年７月１２日（火）

麦ごはん牛乳
さば塩焼き ささみチーズフライ



牛乳 牛乳

ジャージャー麺 精白米/強化米

温）中華麺130・180・240g 牛乳

豚もも肉（挽） わかさぎフリッター

まめプラスＭ わかさぎフリッター11g

おろし生にんにく 大豆白絞油

おろし生しょうが 三色そぼろ

むき玉葱(前日) 冷凍炒りたまご

たけのこ水煮千切 国産冷凍むき枝豆

にんじん 鶏むね皮なし挽肉

干椎茸スライス（国産） おろし生しょうが

長葱 サラダ油

麻婆野菜ソース 三温糖

赤みそ 本みりん

甜麺醤 醤油

水　　　　　　　　　　　　　　 清酒

豆板醤 沢煮椀

サラダ油 豚もも肉千切

上白糖 細切りかまぼこ天着

でん粉 にんじん

チルド千切りごぼう(前日)

牛乳 ﾁﾙﾄﾞえのき1/3カット（当日）

たこちゃん焼き たけのこ水煮千切

タコでたこ焼き35g 長葱

もやしサラダ だしパック

にんじん 食塩

ホールコーン缶 うすくち醤油

きゅうり 清酒

もやし 胡椒

香味塩ドレッシング（小袋） ヘルシーファーム和風だしの素

水　　　　　　　　　　　　　　

小麦・大豆

ごま・鶏肉・小麦・大豆

(▲さば）

小麦・大豆

乳

豚肉

大豆・小麦

小麦・大豆・ごま 小麦・大豆

大豆

鶏肉・大豆・小麦・ごま

大豆

卵・大豆

大豆

鶏肉

大豆

小麦・大豆
（▲えび・かに）

豚肉

乳

小麦
(▲卵・乳）

大豆

材料名 アレルゲン（▲コンタミ） チェック 材料名 アレルゲン（▲コンタミ） チェック

たこちゃん焼き わかさぎフリッター
もやしサラダ（ドレッシング） 沢煮椀

※アレルゲンは特定28品目を表示しています。

（▲コンタミは、原材料での使用はありませんが、製造過程で微量に混入する可能性があるものです。）

令和４年７月１３日（水） 令和４年７月１４日（木）

ジャージャー麺 セルフ三色そぼろごはん



牛乳 牛乳

わかめスープ

精白米/強化米/麦 精白米/強化米/麦

牛乳 牛乳

焼きギョウザ 夏野菜カレー

餃子50g 豚もも肉小間

餃子35g かぼちゃダイスカット(当日)

春雨サラダ トマト

マロニ－ なす

きゅうり にんじん

もやし ピーマン

人参 ムキ玉葱(当日)

ロースハム千切り ソテードオニオン

上白糖 おろし生にんにく

醤油 サラダ油

食酢 アレルゲンフリーカレー

ごま油 キッズカレールウ中辛

わかめスープ コータスカレールウ（中辛）

花細工（乾燥わかめ） トマトケチャップ(減塩)

冷凍プチ豆腐（Ca・鉄・繊維） 中濃ソース（減塩）

長葱 ゴールデンチャツネ　

にんじん 水　　　　　　　　　　　　　　

大根 チキンナゲット

なると巻スライス チキンナゲット20g

ヘルシーファーム中華スープ グリーンサラダ

食塩 ホ－ルコ－ン缶

醤油 キャベツ

胡椒　 きゅうり

ごま油 冷凍ブロッコリー（ミニ）

水 青じそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（小袋）

ソフ－ル元気ヨーグルト70g 白桃ゼリー50g

※アレルゲンは特定28品目を表示しています。

（▲コンタミは、原材料での使用はありませんが、製造過程で微量に混入する可能性があるものです。）

令和４年７月１５日（金） 令和４年７月１９日（火）

麦ごはん 麦ごはん
焼きギョウザ 夏野菜カレー
春雨サラダ チキンナゲット

ヨーグルト グリーンサラダ（ドレッシング）　　ももゼ

材料名 アレルゲン（▲コンタミ） チェック 材料名 アレルゲン（▲コンタミ） チェック

乳乳

豚肉豚肉・鶏肉・小麦・大豆・ごま

卵・乳・大豆・豚肉

小麦・大豆

小麦・りんごごま

小麦・豚肉・鶏肉・大豆・りんご

りんご・大豆大豆

りんご

鶏肉・小麦・乳・大豆
(▲卵・小麦・大豆・えび・かに）

大豆・鶏肉・豚肉・ごま

小麦・大豆

ごま

大豆

もも
（▲小麦・卵・乳）

乳・ゼラチン


