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（教　　室　　用）
あわじ　しりつきゅうしょく

淡路市立給食センター

日

羽
佳田

1

火

2

水

3

木

4

金

⑦
月

8

火

⑨
水

伯
木

11

金

⑭
月

褐
火

16

水

17

木

18

金

⑳
月

22

火

⑯
水

24

木

25
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29

火

30

水

　　　　　　め　い
こんだて名

さかな

魚（メルルーサ）フライ

　　　　　　　　ず　　あ
ブロッコリーのぽん酢和え
や　さい　　　　　　　しゐ

野菜のみそ汁

ポークシューマイ

　　　　　　あ　　　もの
ほうれんそうの和え物
ぽるさめ

春雨スープ

にく　　　　　　　　に

肉じゃが煮
うみ　　はねナ

海と畑のサラダ

　　　　どん
あんかけ丼

　　　だい　ず　　　　あ　　　　に

いりこと大豆の揚げ煮

カレーうどん

もずくサラダ

準肉とピーマンの捗め暢

　　　　　　しる
わかめのみそ汁

とりにく

鶏肉のなるとオレンジソース
　　　　　　　ニ　ぷくる
アスパラサラダ（小袋ごまドレッシング）

たまねぎのスープ

こ　　　　ば　どん

木の葉丼
ぽるさめ

春雨サラダ

や　　　ざかな

焼き魚（さわら）

　　　　　　　あおかひじきのごま和え
こう やどう るり　　　こ もく

高野豆腐の五目煮

しょうゆラーメン

かいそう

海藻サラダ

とりに　　　しお　　　　 や　　ロ

鶏肉の塩こうじ焼き恥
　　　　に　もの
ひじきの煮物
なつやさい　　　　　しる
夏野菜のみそ汁
らく　わ　　 しトそ べ　 あ

竹輪の磯辺揚げ
チンゲンサイの箱え笏

　　だん　ご　　　　　　　　　　じる

えび団子のすまし汁

ぶたに　く　　　　　　　　　いた

豚肉のみそ妙め

　　　じるかきたま汁

あわじ　　　　　　　やきにくふうどん　にく　　やさい
淡路ビーフの焼肉風丼（肉、野菜）

レタスのスープ
ほくだん

北淡のびわゼリー

とりにく

鶏肉とレバーのソゐスからめ
しも

汁ビーフン

　　　に　　　つ
いかの煮付け
　　　　あ　　　　もの
きゅうりの和え物
　　　　とりにく　　　　　　　　に
たけのこと鶏肉のみそ煮

トマトオムレッ

ジヤーマンポテト
や　さい

野菜スープ
さかな　　　　　　　　　てん

魚（きす）の天ぷら

示樫桑の耗え暢

朦詳

　からどん
ピリ辛丼

トックスープ

さくらんぼゼリー

ドライカレー

や　さい　　　　　　　　　　に

野菜のスープ煮

　　　　　どう　ふ
じゃんじゃん豆腐
ぽよめん　　　　　　　　　じろ

魚麺のすまし汁
　つくだ　に
のり佃煮

す　ぶた

酢豚

もずくスープ

ち　　　　にく

血や肉になるもの
　　　（あか）

　　　　　　　　けいらん　あぶらあ
　　メルルーサ鶏卵油揚げ値
　　　に　　　ぽ

　　煮干しみそ

　　ポークシューマイ危
　　チキンハムスープベース

幡鞭まぐろ騒・構しひじき

　　ぶたにく
　　豚肉なるとスープベース幡かえりちりめん蒸、笑重

億灘鵜げ旨協もずく蝋

　　むゆうにく　　あぶら　あ　　　　　　えんぞう

　　牛肉油揚げ塩蔵わかめ危
　　　　　に　　ほ
　　みそ煮干し

　　とりにく
　　鶏肉チキンハム危
　　スープベースコンソメ

　　　や　　　　　　　　　　　　　けいらん

　　焼きかまぼこ鶏卵おつゆふ危
　　けず　　ぶし
　　削り節ポークハム

危さわら講螢輔旨協

　　嫁扇饒隊なると茎わかめ鶏ささみ
危・一プベースわか赫っのまた

　　あか　　　　　　　あか　　　　　　　　　しる

　　赤とさか赤まふのり白しきんのり

　　と　り　に　く　　　ほ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　ぼ

　　鶏肉乾しひじきみそ煮子し危さつま輔り齢鵜1ず

　　　や　　ち　わ　　　　　　　　けず　ぷし　　ぼ　　こんぶ

　　焼き竹輪あおのり削り節出し昆布幡
　　　　　　みぼんこ　　えんぞう
　　えびすり身団子塩蔵わかめ

　　るこたにく　　　　　　　　　　　　 も めんどう　ふ

　　豚肉みそなると木綿豆腐

危騨麟驕
　　あわじ　　　　　　はっちよコ
　　淡路ビーフ八丁みそ藺
　　スープベースコンソメ

危撚鶏・バー縮スープベース

　　　　　きざ　　こんぶ　 とりにく

　　いか刻み昆布鶏肉危
　　　　　セん　ご　　　　　　　　　　けず　　ぶし

　　ごぼう団子みそ削り節

　　トマトオムレツチキンハム危
　　ベーコンスープベース

幡きす灘繕撚みそ煮軋

危灘貯みそスープベース

　　ぶゐ　　　　　にく　むゆう　　　　　にく

危豚ひき肉牛ひき肉ウインナー

　　スープベース　　　　　　　　　ベーコン

　　　　コくだ　 　ニ　　　るコた　に　く

　　のり佃煮豚肉がんもどきみそ峨麺購軸、箆緬，齢

　　ぶた　ニく　　　　　　たぽごみずユこ

　　豚肉うずら卵水煮もずく備
　　　も　めんどう　ふ

　　木綿豆腐スープベース

からだ　　　ちょうし

体の調子をととのえるもの
　　　　　（みどり）

ブロッコリーキャベツにんじん

　　　　　　　　　はたまねぎえのきたけ葉ねぎ

ほうれんそうキャベツぶなしめじにんじん

　　　　　　　　　　はチンゲンサイきくらげ葉ねぎ

にんじんたまねぎしらたきさやいんげん

キャベツきゅうりとうもろこし

もやしキャベツチンゲンサイたまねぎ

　　　　　　　　はにんじんきくらげ葉ねぎしょうが

　　　　　　　　はにんじんたまねぎ葉ねぎ

にんにくきゅうりキャベツ

　　　　　　　りず　ににんじんたけのこ水煮ピーマンもやし

　　　　　　　　はしょうがたまねぎ葉ねぎ

グリーンアスパラガスたまねぎ

にんじんキャベツセロリー

　　　　　　　　ぽたまねぎにんじん乾ししいたけ
は

葉ねぎキャベツきゅうり

おかひじきもやしにんじんたまねぎ
　　　やず　に
たけのこ水煮さやいんげん

キャベツにんじんたまねぎもやし
は

葉ねぎとうもろこしきくらげきゅうり

こんにゃくえだまめかぼちゃなす

　　　　　　　　　はにんじんたまねぎ葉ねぎ

キャベツチンゲンサイこまつな

　　　　　　　　　ほえのきたけにんじん乾ししいたけ

　　　　　　　　　　　　ね　ぶか
キャベツにんじんもやし根深ねぎ

　　　　　　　　　　　　　まエリンギしょうがたまねぎ葉ねぎ

たまねぎにんにくしょうがりんご
　　　　　だい　ず
ケチャップ大豆もやしほうれんそう

にんじんレタスセロリーびわゼリー

　　　　　　　　あかしょうがたまねぎ赤ピーマンケチャップ

にんにくもやしにんじんにら

　　　　　　　　　　　みず　に
しょうがきゅうりたけのこ水煮

にんじんさやいんげんこんにゃく

たまねぎパセリにんじんキャベツセロリー

　　　　　　　　　　　　　　　　はこまつなにんじんこんにゃくごぼう葉ねぎ

　　　　ね　ぶが　　　　　　あか
キャベツ根深ねぎ赤ピーマン

エリンギにんにくえのきたけ

にんじんにらさくらんぼゼリー

たまねぎにんじんピーマンキャベツ

マッシュルームにんにくセロリー

　　　　　　　　　　　　　ね　みかこんにゃくたまねぎにんじん根深ねぎ
ほ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は

乾ししいたけしょうが葉ねぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　みず　にしょうがにんじんたまねぎたけのこ水煮

　　　　　　　　　　かんピーマンパインアップル缶えのきたけ

ねつ　　　ちから

熱や力になるもの
　　　　（き）

e、1蜘パン練ぬか箔
わかめごはん

θ琵繕はるさめ

　　　こめ　　　　　ぬぶら

　　　米ぬか油じゃがいもe
　　　竺旛宝饒

　　　こめ　　　　　あぶら　　　　　　あぶら

　　　米ぬか油ごま油でんぷんe
　　　さつまいも宝琶緒

◎線うどん菜ぬか箔宝臨
げタ世う　じゃがいもカレーフレーク

θ菜ぬか1雛繍

　　　　　　　　　ニめ　　　　　あぶら
　　　マーマレード米ぬか油
◎でんぷんごまドレツシング

　　　ツイストマカロニ

　　　…箋盒縮はるさめいりごま
e
　　　ごま箔宝臨

　　　いりごま宝自縄e
　　　菜ぬか箔竺溢縮

◎あんずジャムご覇縫めん

げ驚う宝自繕菜ぬか箔

∈）壌・うじ菜ぬか箔竺灘

∈）美ぷら練ぬか1醍臨

　　　こめ　　　　　 あぶら　じタうはくとう

　　　米ぬか油上白糖e
　　　　　あぶら
　　　ごま油でんぷん

　　　こめ　　　　　あぶら

　　　米ぬか油いりごま

e踊論
　　　でんぷん菜ぬか箔髭自縮

◎鞭一フンごま箔

e鞭でんぷん竃戦
　　　ごま油じゃがいも米ぬか油

◎
こくとう

パン

じやがいも

θ美ぷら騨ぬか蹴臨
ちらしずし

e緊灘，
君
り
日

ゆうえん

有塩バターじゃがいも

　　　　　　　　こ　むぎ　こ
フルーツチャツネ小麦粉

e莱ぬか猫竺灘

　　　　　　　こめ　　　　　あぶら
　　　でんぷん米ぬか油θ
　　　錯繕ごま猫

　　じるし　　きゅうしょくひ
※○印は、パン給食の日となっています。

　　　　まいにち　　　　　　あら　　　も
※おはしは毎日きれいに洗って持ってきましょう。

　ざいりょうとう　　つごう　　　　こんだて　　へんこう　　　ぱあい　　　　　　　　　　　　　りょうしょうくだ

※材料等の都合により献立を変更する場合がありますので、ご了承下さい。


