
分給食献立予定表千艶話王制支援学校

∴言付 1 �　　、iづ′‾ ‾一三ん、だて∴「め－い一一 ��亭 �＿i調l－tkoJ） ，ン売りte一 軍重り 強分㊤‾ ��ぉi－も　な　ざ　い：り∴－よ∴／う ���二ロメモ∴ 
Iい �中・高 　4 �牛乳　‾　　ひじき∴∴’え �体の田子をととのえる だまめ．にんじん1こ �‾力や越のもとになる‾ め∴∴i∴＝紗か 

、2（月）ち �ごほんiとんかつ「ひじきのサラダ 韓え二プ二葉訪ガトショコラ＿ ��○ �－594 18．8 20．2 ● �、79 26．0 －26．3 ＿3＿7 �鞠を　“臓かつ－　， �こめど　《まくか＿十二 �一ま想■マフィン「ひ サラダ濃、す 　火・‾ゲ �じきのサラダ雌鳥義則一缶 要鍋瞳分がeく人づていも‾ 

3－（火） �ナン ′‾くィ �∴キ⊥マカレ二あおじがレジシングサラダ ンコンポート �一〇 �∴507 －′22．5 1‾8．3 ‾‾2－6 �＿602 27．1 ㌧122・1 ∴3．3 、00 �牛乳＿・‾ぶたぬ∴ l 牛丸とり由一 �たまあきにんじん 三んにくど二÷シー クルビ÷スキャベツ と光らこしさ高り一 缶ぎー－キャベツ �サラダ暮∴一ドレツシシー こめ＿創軸膳‾－ �キーマカレーのキーマと峰ひ き寄合章雄しています．‥ 

∴4（水）、 �蓮料高の轟輔時報龍え ワンタンス二プライチゼリー ��d‾． �537 20．9 16，3 、2二3 �7 ‾27．4 120，4 2．8 �みそ　にんにくi 事me �あじん「さ功サー こまつ8－もやし しいたげ、 ーもやし �砂糖∴∴∴∴二軍龍一 ワンタン‾、ゼリー ラーメンごま－＼ �農の＿中書農機さば調“か ごま連年ど鴫付けした持寄‾ です。 

5∴（木） � ��i・○’ �622 ㌧‾25．4 ‾22．6 2二5 �11768 31．9 ‘・25．9 －、3：〝2 �ぶた広I∴，∴うずら申 年歴．∴∴∴〝チーズ 鶴置け－工事費 �一事つな，∴ にんじん・キャベツ＿ ね苧しいたげ コーンしょうが にんじん－しいたげ �砂輸i／ごま鵡i＼ タカト＝ こあ1－′舶I一 �裏書郵2年生のIlクエスト線　‾ 
みそラーメン舐ナムル∴一 幸「吾え翰ありんこタ卑“‾ ��������食です．＿ 

∴6（金） �ごもく 車 i曇－ �講司．肇ら薗患一半品え∴ 流りすまじ洋，移せ1）二二 ま亘切言蜜震窃鞍駒サラダ ‾措’ノ1－1 �○ �一〇493 ∴26．1 、16．4 �651 ：35．1 20．4 ∴40 �i纏＿　∴かつ鯵1㌧ とう阜二‾－わかめ �食げのこ「－もやし きゅうり∴ii寄せ �ごま露’摩、＼ �嘱目71購7日韓七夕なのも 二足きく七夕筆立を出し事‘一 丁． 

∴9（亘） �肇 ごI えの ��Qi �＿、3＿3 －－539 ㌧2㌦ ‾15： 言上 �6詰 8∴28：7 4∴1、9 9112＿．2 51 �圃∴‾－さば とうふ∴みそ ナ中予ゼー）÷＼ �」鶴がi：“軒実録． iきゅうり二‾にんじん1－ にら．一二えのきたけi しいたげ、 �こめ＼〇着 ドレッシング∴ 　く �経謹話綴講談・■ てください．＝・ 

さとl半のみそ17セロフゼ）‾ ����ヰ禦　　一隊鴫　‾ �たまねぎ一・I班ん　一 �こあー　∴　じゃが．＼も � 

；101（火）1 �ご 芙 �ん‾・琵じゃか「おひたし： i新路言りんごセリ二 �d∴ �504 118． 112． 1－， �6 8、23： 3∴14． 8∴12＿ �9かづあ∴i蹟ふ 2みそ－1 5＝i �しらたき．．iこまつ電∴／ もやし∴‘だ↓1こん 創＼こん‾葉＿ �すタダ虫＿∴¢基∴ ゼリー∴ �日章の篤宣鱒種かヽ亀は鴫 じもがです．ご隊んと一章l＝ 食べてく綻さい● 

ill（水） �ごl くi �ま言讃もしょ諒を 油－わかめス二プはちみつレモンやノー �○ �62 ＿22．〝 ∴17． ‾2 �3言‾78 乳、誅 02 �2餌Ii「申i 3わかめ 5 7‾ �たま樽が－いうが 1キャベツ：／たくあん “わき �こめ．サラダ鶴＿ 直∴やきふ－ ごま越∴やノー �IO′く砂調えはキャベツとたく‾ あん長けを調えた鴫種です● 

弓21（木） �l ごI �jI）あぇ 言麓定言＿ド麗二 ・、ラ続セIj二1－ �∴○ �∴、5971＿73 20．924． －21．0′－24． ��4博乳‾「1とり丁 4ぺ÷つンー 5” �つ「ン＿＿ブ田舟 キャベツ当こんじん たまねぎ－ �こめ∴一々－マレード マヨネーズ∴∴ゼlJ一一 �∋＿ンサラダに入っているとう 銅たしは霊が旬の食材で“i す． 

子3＝（金） �コ÷ンサブダキャベツのコンソメス‾ コッペパン＿ジャムトマトへシIiく－グ レモンあえ＿ジiリアンス÷プ切子 ��一　〇 �2． ＿58 °22： ／i20． 3 �6．．2－ 9＿74 3㌧28． 4＿124． ：0＿4－ �9 5偶＿∴i′じ′←ゲ 1ぺ一ゴシカン∴ 7－ 4 �にんにく∴たまねぎ／i‾ トマトiキャベツー きゅうりiレーズン レ電ン着・∴∴iにんじん ‾‾〇一にんじん �オリーブオイルむ後 じゃ】的も‾二 一め‾‾若若きざ �入籍の′bバーク立教らしく－ トマトのソースにしてカ年し 七・： 

17（火） �蓮は高率誓：料 ��一〇 �∴－59 、26 日5 �3＿76 ．0“∴∴∴’33． ．9‾18 �3年丸∴印 8ベーコン ．6日 �キャベツ ‾と賀ろこし、ききうり∴ たまねぎ∴，∴tPリ一° にん！－ぐトマト �′もめ∴∴Iや－1－ 1ドレッシングiマカロニ Ceかしもオリ÷ブオイ �継のマスター舶龍は上にの／二 
櫨たIC動地l帝でントです・ 

、18‾∴（水） �イ ヽ＿ �リアンサブダミネストローネーみかん＿j iん∴強練：いじのおひたし一 °洋一し1－川 �十〇 �2 48 17 112 �‥4、3 8「61 ；722 ．414 �▲1 8世露∴・と堅く ．2轟置け1、かつ香 ．4みそ‾ 9 �こんじん′∴：れんこん 高ご虚子‾∴しい鮒∴ こんにゃくいんかんi＿ こまつな＿〟もやじ �！こめ　∴サラダ組 め基‾　‾ゼリー �◆節句の尊書を義？飴鴫強打 です． 

19／－（木） �・す 憾 ‾ゆ �なすのみそ，。－ぶどゥゼノー∴ 駒レ－鮮紅‾i ずドレうシンクサラダブルーベリーゼリ」 �＿b‾ �2 6 21 1． �12 ∴‾79 ／、27 ∴20 1．3 、※材料 �雪∴≒∴ぎ：三∴ 入荷の鵡今により、献立を一部嚢更するi ��iこめ＿∴日参83 サラダ鶴－’噛レツシング “ゼリ」 場合があります。＿ご了 �ノ裏書櫨2年隻のリクエスト鎗 ＿食事で● 承ください云 

「悪諜繋詫言をはさん＿∴：二鋲： 
∴で光る彦星と織り姫が∴年（三二度だけの車∴∴∵’′i 
ー／／会を楽しむという伝説にちなんだお祭りで‾、・ ，す言∴織り姫か轟を紛うて衣料作りをする ∴ことから、里芋の葉にう草だ朝露で墨をす二°、 ーり、＼∴五色の短冊に技芸の上達を願うて∴笹十字三 一の葉に結ぶ風習があります。一l（欲‘しい物を∴詰 

＿＿、書くのではありません）∴また、十旬の野∴　　　　∵青島∴JL∴ 
＿・菜を食べると災いがら逃れられて健康に過　　　　　　　　　　　　、 

こせる」という説もあるようです：給食で二 
は七夕にちなみ、句の食材を使った献立に 


