
10月　小学校献立表　　　崇霊感掛㌫肌沌6

82 �こんだてい、　麒く㌃ 　　　　■分td ��il－　血：ぎ　tJV　■　う 
九醐もとにな■ �書の■手書ととのえも �▲や亡くに食卓 

3　t月】 �ソフトめん　みモヰ �I‘l 】1 1■l ■川 �さつまいも でんぷんソフトめん �千十ぺツザーサイ にんにく �■1■q閂■ みそ絶食かまチーズ 

5㈲ �亡はん　わ州のみモ汁 �1篇 ml ft llI �こんに●く び●かIlも �切干六書 にんぴん〇g �王u■■■FT わかめさつま書け 
柑ヨーグルト ��さとう油 ご■▲ ��串■みそ■■ ヨ・－ケ鳳ト 

61ホI �亡はん　かきたt汁 �lll t▲l I■l l小 �でんぷん さとうき由 �小l監■にんじん 8gみつば �靂■！くら とり内■ 自書■の曾書もん ��却▲ ��牛■　ホ手 

Tl血） �亡はん　ビーフカレー �l暮 れ tll lIt �ぴ●l■い■抽 カレールウヱ■ん �e●今Il玉ねぎ �午l■lR■ 机チーズ 鶉■パオズ　揮サラダ ��ドレッシング �とうもろこし �バオズ 

111火I �ごIiんいも嘉 鵬入りさつま 陣の■●あえ �m I11 ！■l L■ �－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞ �】■亨 �のり 牛■牛■ 
さとう　ご鯵▲ �■う九人■ ●やし �■襲入りさつ董 

12　酬 �中■めんしよう甲ヰ暮書 もひたしくし■I●〉 �I士， tll －l tl暮 �でん動きとラ 油中事めん●最 �キャベツしようかI メンマ■亡もやし �bbかめ　■ 牛■ 

∫卑 〝し �柑tホI �暮ごほんナtL汁 しいらt田書け ふ倉の炒りt �lIl l■I l■I 111 �こんに●くさとう くり油王さん �lEんぴん●E みつば108たけ �】弘■かまは－ きつ蒙轟けとり肉 牛■しいら 

2年 �14匂出 � �竹 丘l �でル点んこr ■マヨネーズ �に▲ぴん　■ピ �】劉■・P州　－ とり肉牛■ 

－なし ��ごぼうサラダ �t■l 乙11 �ご■ん �もやし　干ししいたけ �かつお 

1ItlH �亡はん　書のこ汁 �■l lll とII �．＝t　■　t＝■▲ �キャベツ一瞥 ●やし九Qeたけ �p■わかめ ■■年■ 

■1ひたし ���し●じ　●■こ �みそ　うの花コロッケ 

猟 � � �札l �濃ソフトめん ミートソース �グリンピース 牛ヤ乍ツしょうが �午覆1－■郡■ 串■チーズ 
場でキャベツく　よサ●〉 �▲tI � �E▲ぴ▲ � 

191舶 �亡はん　山雛汁 �llS どt．t nl lIl �モとう神 ⊂■▲ぎょうざ �犬¶；に人心人 〇gわちび �Tr・∵一丁 さつま■け 兼職ぜようぎ（2tl） ���ll▲正　しめじ �■巾牛■ みそ 

押し � � �I■ 札l �ふこんにゃく 濃甜ん �こほう■；んぴん 暮せ1川し �大王昆布 ちくわとり内 五日量 �l■ � � �ししゃも　■ 

ヶ年 〝し �21瞼I �こめ粉パン　パンプキンスープ �IIl I■t I11 1■ �1椰バン ドレッシング �E■■▼●キャベツ 水井玉ねぎ にんじんパセリ �とり■ll騨■ 粉■生クリーム いか 
州一打I一夕1 �� 

‡lt月I � �■■ 放l tll ■ �ワンタン壬■ん ドレッシング �にんじん　●モ �j■■わかめ ■｛・年■ 

tじモドレッシングクレープアイス ���しそ � 

J �25　㈹ �ソフトめん　カレーヰ �樗l l Il ▲鴨 �でんぷん・吉とう カレールウ �玉ねぎ‘仁▲UA あぜブロッコリー l �■ll中■ シューマイ 

吼 ��′＼－フマヨネーズ ��ソフトめん マヨネーズ �干ししいたけ 

尤 � �一　　　　　　　　　　　　●　　一　　　　　　　　－・ �▼11 l■t �肋慮■■■ でん馬みさとう �玉ねg＋とうもろこし に▲U▲■ぜ �■1■とり■ ■ヰ■ じゃがいもうま義 �ld � � � 

27休I �亡はん　大義のみそ汁 �lll l■l 111 1●S �じ●】■い■ はるさめ �キャベツを●う呵 責■：E▲ぷんお古 �■■什‘■■ 年■みそ 
れ豆（し■う●） ��書とう油 ご■▲ ��あじ 

28（▲I � �I】l I14 lll 111 �び●■lttj■ マヨネーズ �かぼちゃe●うlI 玉ねぎとうもろこし �ベーコン 隼■とり肉 バン　ジャム �にんじん　白書 

引　tJII � �朋 II．l tll llI �さとうこま 濃却▲ �　　　＝ ■ウhん■ �いか‾ぱう団子 みつば●やし 干ししいたけ �とりl寧■ まぐろ 

▼■州■劇㈹t●．　　　　　1主貴のエネル単一は．ご瞳ん独■、′也7仙、ソフHbんWT． 

書t材瞳．入書の●●により量正す柵があり雷す．

神棚馳I
軌鴇朋紆たけ鵬か鋤
く■■■＞
亡はん（凱Ae－■集〉もやし王■油かナ　書●うりにんじんねぎ

鵜島農㍊脇立乱舞、柵．声、大王鮎．も札だ七，

暮暮▲07レル■－tt零■■・肋27■■〉■t

■ごほんにt用していも、r集」に食餌アレルゲンは、ありtせん．
rあじ■こうじ■書Jに●象れもアレルゲンl量、あり曽せん．

4分やメー相わった■食．RじtA名でもお知らせし曽す．


