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卵固形 、 マヨ ・ 卵入りドレッシング 、 えび・かに ・ いか・たこ・

じゃこ ・ 貝類（エキスx)アレルギー

※材料で気になる食材がありましたら、 赤丸でお願いします。また、 ご不明な点や、 ご質問などありましだら、 下へご記入下さい。

• 1日（金） 中華飯に入るうすら卵は、 里芋に代わります。

·1日（金） えび水晶包みは、 は、 えび、大豆、ごま油、 小麦、 豚エキス、 たらが含まれていますので、 鶏ミンチ、 玉ねぎ、

片栗粉、ライスペ ーパーで作ります。

• 12日（火） プリンは、 狐乳製品が含まれていますので、 オレンジゼリーに代わります。

※ぶどう糖果塘液糖、 柑橘混合果汁（オレンジ、 うんしゅうみかん） 、 リンゴ果汁、 食塩、 ゲル化剤(1曾粘多糖類）
酸味料、 香料、 カロチン色素、消泡シリコ ー ン（加工助剤） 、 水（アレルゲン27項目 オレンジ、 りんご）

• 13日（水） 焼きそばに使う焼きそばソ ースは、 えび、 もも、 りんご、 魚エキス、 肉が含まれていますので 、 ウスター

ソ ー ス、塩、 こしょうで作ります。

• 13日（水） カニコロッケには、 卵、乳製品、小麦、 大豆、 かに、 ホタテが含まれていますので、 鶏ミンチ、 じゃが芋、

玉ねぎ、 片栗粉、 米粉パン粉で作ります。

·20日（水） エピカツは、乳製品、小麦えひ魚（たら） 、 大豆が含まれていますので、 あじ、 片栗粉、

米粉パン粉で作ります。

•21日（木） 塩ラー メンに使う塩ラー メンスープの素には、 魚介エキス、 醤油が含まれていますので 、 がらスープの素、

塩、 こしょうで作ります。

·26日（火） チンジャオロ ー スに1吏うオイスター ソ ースは、 カキエキス、 小麦が含まれていますので、 醤泊、 砂糖、

みりんで味付けします。

·27日（水） いかフライは、 いか、小麦大豆が含まれていますので、 あじ、 片栗粉、 米粉パン粉で作ります。

·27B（水） じゃこサラダに使うしらすは、 小えぴが混じることがあるため、 ささみに代わります。

•27日（水） じゃこサラダに使う和風野菜たっぶりドレッジングは、 卵、 乳製昴は含まれておりません。

※食用植物泊脂（なだね油）、野菜（玉ねぎ、赤ピーマン、 にんにく、 しいたけ、 しょうが） 、 しょうゆ（小麦、 大豆） 、

醸造酢(V)んご）、砂糖りんご、食塩、 たん白加水分解物（鶉肉、 豚肉） 、 プルー ン、 酵母エキス、 かつお節エキス、 酒精、

調昧料（アミノ酸等）、i曽粘剤（キサンタンガム）甘味料（ステビア） 、 （一部に小麦·大豆・蝶肉・豚肉・りんごを含む）
（アレルギー特定原材料（小麦、 大豆、 V)んご、 錢肉、 豚肉）

·29日（金） ツナとほうれん草のサラダに使うイタリアンドレッジングは、 翁、 乳製岳は含まれておりません。

※食用植物油脂（大豆） 、 醸造酢（リンゴ） 、 ぷどう糖果糖液糖、 食塩、 赤ピーマン、 香辛料、 15iどう発酵調味料、

護味料（アミノ酸等） 、 i曽粘多糖類、 香辛料抽出物、 水（原材料由来アレルギー ’大豆・りんご）

•298（金） シュ ークリームは、 卵、 乳、 小麦、 大豆が含まれていますので、 米粉、 ベ ーキングパウダー、 砂糖、

バニラエッセンスで作ります。

をっ今 5月0こんだて
（卵（固形）・マヨネ ー ズ、 えび•かにアレルギー用）

体内での1動き
曜日 献立名 本ズ柑斗＃；

ちからのもと 体をつくるもと 翡子を整える その他 カロリー
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片栗粉、 里子 豚肉 白菜、 玉ねぎ がらス ープ

1 金 中華飯 黄桃 油｀米 鶏ミンチ 人参、 黄挑缶 みりん 478Kcal 
春雨とねぎのスー プ 百怨 ライスヘー／\- しめじ、 ねぎ

4 月 みどりの日

5 火 こどもの日

6 水 振替休日

こはん コ ー ンとプロッコリー の利スもの

⑬ 
米、 油 チキンカッ プロッコリ ー ウスタ——ソース

7 木 チキンカッ ヨ ー グルト 荘、 砂糖 ヨ ーグルト コ ー ン 500Kcal 
ふとわかめのみそ汁 ごま油 みそ、 わかめ 人参

ごはん ほうれん草のナムル

冨
米、 砂糖 、 ：1B 豆腐、 豚肉 生姜、オレンジ がらヌ ープ

8 金 マーボー豆腐 オレンジ こま油 ツナ、 みそ ほうれん堕， ねき 428Kcal 
わかめとたけのこの中華スー プ 片栗粉 わかめ 竹の子 、 もやし

ゆかりごはん れんこんのそぽろ考 米 まぐろカッ れんこん、 玉ねぎ ウスターソース
11 月 まぐろカッ バナプ 油 油1葛lプ 人参、 いんげん みりん 541Kcal 

あげと玉ねぎのみそ汁 砂糖 慈肉、 みそ バナプ、ゆかり粉
食パン キャペッソT-

｀うご
パン， 怠オレ ，ゼ'J- 豚肉 玉ねき、 コ ー ン がらス ー プ

12 火 ポークシチュ ー オレンジゼリー ピーフシチ.l ールウ キャペツ、 人参 436Kcal 
じゃが芋 マッジュルーム

コロッケ 項きそば、 荘、 亡罵約 豚肉、 11ミンチ キャベ以玉ねき ウスターソース
13 水 焼きそば りんごゼリー

を じやが亭 ＊粉／tン粉 豆腐 ピーマン 519Kcal 
豆腐と絹さやのみそ汁 りんごゼリ ー みそ 絹さや、 人参
つくね捧の照り焼き つどん 、 iill 豚肉 臼菜 うどんつゆの素

14 木 五目うどん わらび餅 花廷、砂糖 つくねIき 人参 みりん 427Kcal 
わらひ餅 油l易1寸 ねぎ

こはん じゃがいも煮

幻
米、 砂糖、 駐 迅肉 人参 みりん

15 金 鶏の唐揚げ オレンジ じゃが手 みそ オレンジ 527Vcal 
ふとわかめのみそ汁 片粟粉、 ：i!l わかめ 1支豆、 生姜

しはん ひじき煮

遥
米 さわら、 みそ 人参、 スのき みりん

18 月 さわらの西京焼き りんご 砂糖 油揚1す りんご 436Kcal 
花ふとえのきのおすまし 花茫 ひじき グリンピー ヌ

ごはん とつもろ←しの香ばし揚げ 米、 泊 豚肉 玉ねき みりん
19 火 豚の生姜焼き ぶどうゼリー ぷどうゼリ ー とうもろL⑳詈ゴし濃げ 大根、 ねぎ 533Kcal 

大根とねぎのみそ汁 砂糖 みそ 人参、 生姜
炊き込みしはん 青菜のお浸し

匂
米、 片栗粉 あじ 人⇔ ごぽう＊ しめじ みりん

20 水 あじフライ みかん 砂塘 みそ 小松菜、 白菜なす ウスターソース 508Kcal 
なすと宝ねぎのみそ汁 油、 米粉II‘ノ粉 鶏肉 みかん缶、 玉ねざ
ミ＿肉まん

灼
っ ー メン 豚肉 キャペツ、ねぎ がらスープ

21 木 塩ラー メン プロッコリーの中華和え こま油、 砂糖 肉まん プロッコリ ー 577Kcal 
バウムクーヘン パウムクーヘン 人参、 コ ー ン

なめ耳こはん フフイドポナト 米｀砂糖 ハンバー グ 味付なめ耳 みりん
22 金 和風ハンバーグ バナナ フライドボテト みそ チンゲン菜 600Kcal 

チンゲン菜とあげのみそ汁 片栗粉、 Ji!I 油樗1ず バナナ 、 大根
豆腐と野采のプゲット 宮・ヽヽ 米 鶏肉 ピーマン、 人参 ケチャップ

25 月 チキンライス マンゴー コー ンスープの累 豆腐と野栞(J)プゲット マンコー缶 がらスー プ 490Kcal 
コー ンクリ ームスープ 油 牛乳 コ ー ン 、 玉ねき

ごはん ぎょうさ 砂糖｀片粟粉 豚肉 だけのこ ピーマン みりん
26 火 チンジャオロ ース ソ ー ダゼリー 米， こま油、 油 餃子 赤t:，ーマン、 しめじ がらス ープ 468Kcal 

しめじとコ ーンのスー プ ソ ーダーゼリ ー 苗ピーマン、 コーン
あじフっィ

攣
じゃが芋， ＊粉バン内 魂肉 人参、 至ねぎ がつス ー プ

27 水 チキンカレーライス ささみサラダ 油、 米、砂糖 ささみ キャベ以胡団 ウスターソース 588Kcal 
ぶどうジコ ース カレールウ、 片饗粉 あじ ぶどうジュ ー ス t皇仔なた9ぶ"'1心心べ,,

菜めしごはん 厚湯げの旨煮

遵
米 かつおフフイ 菜めしの素 ゥスターソーヌ．

28 木 かつおフライ りんご 砂糖 みそ 白菜、 えのき みりん 453Kcal 
白菜とえのきのみそ汁 ;1B 淳滉lプ 人参、 りんご
ハッジュドポプ卜 スパヴティ 、 砂譴 ミー トソース グリンピー ス イダJPンドしウシング

29 金 ミー トスパゲティ ツナとほうれん草のサラダ 遭 ／＼ッシュドボテト 泡 ツナ ほうれん⇔｀もやし バニラエッセンス 466Kcal 
米粉ケ ーキ 米粉 ペーキングバウダー コー ン、玉ねき

※ 材料の都合により献立を変更する揚合があります。


