
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1日 2日 3日 4日 5日 6日
おちゃ ふりかけごはん ふきごはん みそらーめん べびーぱん にしょくおにぎり

しーふーどかれ- どさんこじる すましじる（にんじん れたすすーぷ ごもくみそしる

ふくしんづけ はんばーぐ はんぺん　えのき） ぶろっこりー ぐらたんふう ういんなーそてー

ひとくちちーず きゃべつの さばのみそに 　　しょうがあえ あすぱらまよねーず ちーず

えだまめ 　　かにかまあえ ほうれんそうと みにとまと

　もやしのおひたし ばなな

おれんじ

もちもの すぷーん はし　 はし はし　 はし　すぷーん はし

てつのくにのありす とうにゅうふれんちとーすと ころん おこのみやき きつねおにぎり はーべすと

のりせんべい　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう おちゃ おちゃ

8日 9日 10日 11日 12日 13日
ごはん ぎゅうどん はんばーがー なめしごはん やきそば

みそしる みそしる（にんじん おにおんすーぷ しっぽくうどん わんたんすーぷ

（こまつな　あげ） きりぼしだいこん　あげ） こまつなつなあえ とりのさっぱりに わかめすーぷ

さけとちーずの ちんげんさいのりあえ みにとまと さつまいものあまに ごまねーずさらだ

　　　そふとかつ おれんじ ばなな きういふるーつ

わかめのすのもの ぜりー

もちもの はし　 はし　すぷーん はし はし　すぷーん　 はし　 はし　

ここあこーんふれーく げんじぱい たきこみおにぎり ぱりんこ ほっとどっく てつどらやき

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぴるくる ぎゅうにゅう おちゃ

15日 16日 17日 18日 19日 20日
わかめごはん ごもくごはん ごはん ばたーろーる ごはん

みそしる（ちんげんさい みそしる みそしる かんとんめん くりーむしちゅー しるびーふん

こうやどうふ） （さつまいも　あげ) （かぼちゃ　えのき） みにおむれつ ぶたにくと

さんまのかつおぶしに とりにくとだいこんの まーぼーどうふ ぶろっこりー ほうれんそうの いんげんのみそいため

びーふんさらだ 　　　　　　　　　にもの さんしょくなむる 　ちゅうかあえ 　　ちくわいため じゃがばたーに

ほうれんそうちーず おれんじ

　　　　　　おかかあえ ばなな

もちもの はし　 はし　すぷーん はし　すぷーん はし　　 はし　すぷーん はし　すぷーん

きなことーすと ふるーつぽんち よーぐると じゃむくっらっかー しゃけわかめおにぎり びすけっと

ぎゅうにゅう ちーず おちゃ　うえはーす ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう おちゃ

22日 23日 24日 25日 26日 27日
はやしらいす べびーぱん ごはん ぐだくさんひやむぎ ごはん ごはん

むぎちゃ じゃがいもにょっきの はっぽうさい とうにゅうみそしる きりぼし

ふくしんづけ 　　　　　　　　すーぷ すましじる かぼちゃのてんぷら （いも　にんじん） 　　だいこんすーぷ

きりぼしさらだ とりにくのちーずやき （はなふ　ねぎ） ほっけのてりやき いりどうふ

ばなな はるさめさらだ あげごぼうごまあえ おれんじ ほうれんそうの ちーず

　　なっとうあえ ぐれーぷふるーつ

もちもの はし　すぷーん はし　 はし　すぷーん はし　　 はし　 はし　すぷーん

えんとりー ぶどうふるーちぇ あべかわまかろに えだまめにくそぼろおにぎり どーなつ こくとうみるく

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう　びすけっと ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう おちゃ

29日 30日
ふりかけごはん ごはん

すりみじる みそしる（こまつな

はるまき いも　なると）

わふうさらだ とうふのかれーに

ばなな ひじきさらだ

おれんじ

もちもの はし はし　すぷーん　

びすこ めろんぱん

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

この給食だよりは材料の都合により変更になる場合がありますがご了承ください。

帯広の森幼稚園のホームページからクックパッドでレシピ公開しているので、ご興味のある方はご覧ください
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栄養価1か月平均
エネルギー 562kcal

たんぱく質 20.9g

脂質 18.8g

カルシウム 272mg

鉄 2.4mg


