
令和４年羽曳野市中学校給食

１１月　献立表

給食で使用している油はなたね油です。また醤油には大豆、小麦が使用されています。

食材の入荷状況により、献立を変更する場合がありますのでご了承ください。
その際は、教室と配膳室への掲示と、ホームページへの掲載を行います。

1日(火)・4日(金)

30日(水)

28日(月)・30日(水) 28日(月)・30日(水)

4日(金)・22日(火) 4日(金)・22日(火)

24日(木)・25日(金) 24日(木)・25日(金)

22日(火)・24日(木) 8日(火)・22日(火)

25日(金) 24日(木)・25日(金)

29日(火)・30日(水)

ごはん
11/11

牛乳

28 ミンチカツ 29 白身魚のフライ　手作りソース 　　　　Ｒ４多子世帯学校給食費助成事業の
　　　　申請期間は１２月２８日までです。

１８歳以下の子が３人以上いる世帯が対象です。
詳しくは広報・市webサイトをご覧ください。

QRコードからもご確認いただけます。

紅白なます 注文締切
みかん（缶) 注文締切


11/18
牛乳 牛乳

ごはん
11/18

牛乳

ごはん
11/18

ごはん

ごはん
11/14

牛乳

のりの佃煮 注文締切


ごはん
11/15

牛乳

秋野菜のそぼろあんかけ

マカロニグラタン

ポークビーンズ 注文締切


コーンスープ
11/1

ロールパン・コーヒーオレ

糸こんきんぴら

牛乳

すずなとじゃこのふりかけ

25 鶏の香草パン粉焼き

天王寺蕪のおみそ汁 注文締切


ナタデココフルーツ 注文締切


鶏とごぼうの炊き込みごはん
10/28

牛乳

かぼちゃの煮物 注文締切


ごはん

いかのナポリ

あん団子 注文締切


牛乳
11/7

ごはん 注文締切


牛乳
10/28

さつまいもシュガー 注文締切


ごはん
10/31

牛乳
10/28

牛乳

29日 ○

25日 ○

22日 ○

17日 ○

15日 ○

9日 ○

使用日 小麦

注文締切


30日(水)

22日(火)・24日(木) 22日(火)・24日(木)

25日(金) 25日(金)

29日(火)・30日(水)

15日(火)・16日(水)・17日(木)・18日(金)

30日 ○ ○

○
28日 ○ ○ ○

○
24日 ○ ○ ○

18日 ○ ○

16日 ○

14日 ○ ○ ○
11日 ○ ○ ○

8日 ○ ○ ○

給食調理場及び加工食品製造工場において７大アレルギー物質を含む食品を
製造する場合があります。

ビタミンＣ

(mg)

○

○
○

10日 ○ ○

1日 ○ ○

ビタミンＢ１

(mg)
ビタミンＢ２

(mg)

450

食物繊維

(g)

そば 卵 乳 落花生 かに

15日(火)・16日(水)・17日(木)・18日(金)

22日(火)・24日(木)・25日(金)

学校給食による摂取エネル
ギー全体の20％～30％

27.1

脂質
(%)

30

0.58

18日(金)・29日(火)・30日(水)

11日(金)・15日(火)・16日(水)・17日(木)

22日(火)・24日(木)・25日(金)

347 107 3.4

    アレルギー物質を含む食品の一覧　　

300

誉田中学校

峰塚中学校

学校

高鷲中学校

高鷲南中学校

カルシウム
(mg)

284

マグネシウム

(mg)
鉄

(mg)
ビタミンＡ
(μｇRAE)

4日 ○
7日 ○

2年

830
学校給食による摂取エネル

ギー全体の13％～20％

0.44

28日(月)・29日(火)・30日(水)

16日(水)・24日(木)・25日(金)

25日(金)・28日(月)・30日(水)

18日(金)・22日(火)・24日(木)

0.5

○

2.5未満

えび

○

人参のきんぴら

ラタトゥイユ 豚と大根の照り煮 魚と秋野菜の甘酢あん

スパゲティサラダ ちくわ野菜炒め ｷｬﾍﾞﾂとほうれん草のﾂﾅﾏﾖ和え

838 15

ひじきとちりめんのふりかけ 注文締切


エネルギー
(kcal)

たんぱく質
(%)

１１月平均栄養価

やきにく丼 17 ナン 18 三色丼

1年

30

ムサカ

34 4.8

6.5以上0.6120 4

切り干し大根の煮物

キーマカレー 高野豆腐の煮物

さつまいもの天ぷら 鰆と大豆のケチャップ炒め

キャベツのトマト煮込み 太子のみかん

煮込みハンバーグ

紫芋のバター醤油 トマトマカロニ

勤労感謝の日 かぼちゃとアーモンドのサラダ

小松菜のツナごま和え キャベツともやしの塩ナムル

もやしとにらのソテー ほうれん草のｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め

注文締切


きんぴらごぼう かぼちゃのかきあげ

小松菜の中華煮

24 鮭フライ　みかんソース添えとりの天ぷら 23

ツナっぱふりかけ 注文締切


ごはん
11/4

牛乳
11/4

牛乳

かぶのコンソメ炒め

21 22

いか大根 ほうれん草の白和え

ごはん
11/4

牛乳

むらさき芋タルト 注文締切
 注文締切


河原城中学校

はびきの埴生学園
　７～９年生

国産栗のロールケーキ

白菜とツナの煮物 ｼﾞｪﾉﾍﾞｰｾﾞｽﾊﾟｹﾞﾃｨ みたらし団子 ほうれん草のツナごま和え ひじきとほうれん草のサラダ

3年
4日(金)・15日(火)・16日(水)・17日(木)

18日(金)・22日(火)・24日(木)・25日(金)

14 鶏肉の照り焼き 15 チキン南蛮 16

高野豆腐の甘酢あん ミートボール もやしと揚げのごまあえ 豚じゃが

11/8

きゃべつのじゃこソテー

たらと白菜のクリーム煮

かぼちゃのチーズソテー 小松菜のカレー炒め えびの彩りかきあげ きゃべつのおかか炒め 小松菜のｱｰﾓﾝﾄﾞ炒め

7 チキンかつ 8 鮭の卵たっぷり焼き 9 ピビンパ 10 鶏のからあげ甘辛 11 豚肉のコロッケ

豚肉の生姜焼き

じゃがばたー にんじんのしりしりー注文締切日の
表示について

10月１日(土)から
注文できます。

おこのみあげ

ささみのバンバンジー

注文締切


●/●

さといもとあおさのかきあげ

ｷｬﾝﾃﾞｨチーズ（鉄） 注文締切


ごはん
10/21

牛乳

黄桃（缶） 注文締切


ごはん
10/25

牛乳

文部科学省基準

2.7

食塩相当量

(g)

土曜参観の代休

全校給食なし

　　　　月 　　　　火 　　　　水

おはしやスプーンを忘れずに
持ってきてください。

スプーンがあると食べやすい
メニューの日には、

マークを表示しています。

21 ポークチャップ

水菜と白菜の煮びたし

　　　　木 　　　　金

4

７大アレルギー物質 ： 小麦・そば・卵・乳・落花生・かに・えび

※飲用牛乳は一覧には表示していません。

この枠内の日のお昼12時が注文締切です。キャンセルは、注文締切日を過ぎるとできません。ご注意ください。

ただし、新型コロナウイルス等で連続して長期欠席される場合は食育・給食課にもご連絡ください。

※試食会

《８０２０（ハチマル二イ

マル運動）》

８０歳になっても自分の

歯を２０本以上保と

う！という運動です。

運動の一環として、自

分の歯でおいしく食べ、

元気でいられることを

意識できるよう、１１月

８日は「いい歯の日」と

なりました。

よく噛んで食べる料理、カルシウムの多い食べ物を

取り入れた献立です。みんなでお口も健康に！

※ 高鷲南中学校１年生無料試食会
〇16日（水)に実施します。〇詳細は、後日配布する案内をご確認

ください。〇１年生はご辞退されない限り 全員分の給食の提供があ

りますので、注文の必要はありません。〇試食会の給食には牛乳が

つきません。

２(水)全校給食なし



羽曳野市中学校給食 令和４年１１月　使用食材一覧表

エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質

825Kcal 30.3g 26g 790Kcal 31.5g 23.4g 890Kcal 33.5g 28.4g 838Kcal 35.1g 27.7g

ポークチャップ 194Kcal 豚肉の生姜焼き 200Kcal チキンかつ 153Kcal 鮭の卵たっぷり焼き 157Kcal

かぼちゃのチーズソテー 30Kcal

じゃがばたー 28Kcal にんじんのしりしりー 22Kcal 小松菜のカレー炒め 7Kcal

高野豆腐の甘酢あん 94Kcal

さといもとあおさのかきあげ 72Kcal ミートボール 116Kcal

おこのみあげ 43Kcal

白菜とツナの煮物 44Kcal

水菜と白菜の煮びたし 53Kcal ｼﾞｪﾉﾍﾞｰｾﾞｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 62Kcal

ささみのバンバンジー 44Kcal

ナタデココフルーツ 17Kcal

ｷｬﾝﾃﾞｨチーズ（鉄） 18Kcal かぼちゃの煮物 36Kcal

黄桃（缶） 21Kcal 鶏とごぼうの炊き込みごはん 414Kcal

エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質

790Kcal 28g 23.1g 871Kcal 34.1g 24g 875Kcal 23.3g 33.1g 809Kcal 36.7g 22.4g

ピビンパ 168Kcal 鶏のからあげ甘辛 178Kcal 豚肉のコロッケ　147Kcal ロールパン・ｺｰﾋｰｵﾚ　473Kcal 鶏肉の照り焼き 99Kcal

小松菜のｱｰﾓﾝﾄﾞ炒め 13Kcal

えびの彩りかきあげ 72Kcal きゃべつのおかか炒め 10Kcal きゃべつのじゃこソテー 15Kcal

もやしと揚げのごまあえ 41Kcal 豚じゃが 81Kcal 国産栗のロールケーキ 44Kcal たらと白菜のクリーム煮 100Kcal

みたらし団子 49Kcal ひじきとほうれん草のサラダ 22Kcal

ほうれん草のツナごま和え 34Kcal かぶのコンソメ炒め 25Kcal

さつまいもシュガー 72Kcal ポークビーンズ 38Kcal

むらさき芋タルト 74Kcal

エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質

831Kcal 33.3g 21.6g 819Kcal 27.9g 25.1g 782Kcal 33.9g 21.6g 857Kcal 37.1g 27.4g

チキン南蛮 216Kcal やきにく丼 520Kcal ナン 272Kcal 三色丼 481Kcal

キーマカレー 171Kcal

きんぴらごぼう 16Kcal 高野豆腐の煮物 41Kcal

かぼちゃのかきあげ 73Kcal

いか大根 49Kcal さつまいもの天ぷら 97Kcal

ほうれん草の白和え 51Kcal 鰆と大豆のケチャップ炒め 117Kcal

キャベツのトマト煮込み 34Kcal 小松菜の中華煮 17Kcal

太子のみかん 37Kcal すずなとじゃこのふりかけ 41Kcal

ツナっぱふりかけ 20Kcal 太子のみかん あん団子 87Kcal

天王寺蕪のおみそ汁 39Kcal

エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質

823Kcal 35.5g 23.6g 864Kcal 30.9g 26.8g 832Kcal 33g 23.5g 892Kcal 27.3g 31.4g

とりの天ぷら 163Kcal 鮭フライ　みかんソース添え 184Kcal 鶏の香草パン粉焼き 112Kcal ミンチカツ 205Kcal

紫芋のバター醤油 69Kcal

もやしとにらのソテー 5Kcal ほうれん草のｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め 21Kcal 糸こんきんぴら 15Kcal

ムサカ 79Kcal ラタトゥイユ 37Kcal

いかのナポリ 108Kcal 秋野菜のそぼろあんかけ 126Kcal

小松菜のツナごま和え 34Kcal スパゲティサラダ 95Kcal

キャベツともやしの塩ナムル 36Kcal マカロニグラタン 67Kcal

切り干し大根の煮物 46Kcal

ひじきとちりめんのふりかけ 26Kcal

かぼちゃとアーモンドのサラダ 55Kcal のりの佃煮 16Kcal

エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質

808Kcal 26.6g 20.4g 881Kcal 27.9g 25.2g

白身魚のフライ　手作りソース 185Kcal 煮込みハンバーグ 150Kcal

トマトマカロニ 25Kcal 人参のきんぴら 22Kcal

魚と秋野菜の甘酢あん 144Kcal

豚と大根の照り煮 55Kcal 鰆と大豆のケチャップ炒め

ｷｬﾍﾞﾂとほうれん草のﾂﾅﾏﾖ和え 47Kcal

ちくわ野菜炒め 29Kcal

みかん（缶) 22Kcal

紅白なます 18Kcal

三色丼

すずなと 天王寺蕪の
じゃこの おみそ汁
ふりかけ

高野豆腐の煮物

みかん缶詰

だいこん、にんじん、米酢、上白糖、並塩、煎り白胡麻

コーンスープ　138Kcal　クリームコーン缶詰、小麦粉、加塩バター、牛乳、並塩、コショー

ポークコロッケ、なたね油 ロールパン・ｺｰﾋｰｵﾚ

マカロニ、たまねぎ、オリーブオイル、トマトケチャップ、トマトソース、ウス
ターソース、濃口しょうゆ

にんじん、じゃがいも、トウバンジャン、なたね油、濃口しょうゆ、本みりん

ホキ、料理酒、濃口しょうゆ、並塩、馬鈴薯精製澱粉、れんこん、ながいも、
なたね油、上白糖、淡口しょうゆ、本みりん、米酢、リンゴ酢

だいこん、豚肩ロース、しょうが、なたね油、だしかつお、だし昆布、濃口しょ
うゆ、上白糖、料理酒、本みりん

キャベツ、ほうれんそう、まぐろ油漬け、濃口しょうゆ、上白糖、米酢、マヨ
ネーズ、なたね油

焼竹輪、にんじん、キャベツ、なたね油、並塩、濃口しょうゆ、トウバンジャ
ン、ごま油、馬鈴薯精製澱粉

こまつな、まぐろ油漬け、白すりごま、濃口しょうゆ、上白糖、しょうが

ナン

豚肉、大豆ミンチ、たまねぎ、にんじん、なす、にんにく、しょうが、なたね油、
並塩、カレー粉、トマトケチャップ、ウスターソース、ガラムマサラ、小麦粉ごぼう、にんじん、なたね油、本みりん、上白糖、料理酒、濃口しょうゆ

白玉だんご、濃口しょうゆ、上白糖、馬鈴薯精製澱粉 干しひじき、きゅうり、にんじん、ほうれんそう、上白糖、濃口しょうゆ、料理
酒、ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞほうれんそう、まぐろ油漬け、白すりごま、濃口しょうゆ、上白糖、しょうが

牛肉肩ロース、豚肉もも、料理酒、にんにく、ぜんまい、ほうれんそう、にんじ
ん、たまねぎ、ごま油、上白糖、本みりん、濃口しょうゆ、コチジャン、煎り白
胡麻、白すりごま

鶏もも肉皮なし、しょうが、料理酒、馬鈴薯精製澱粉、なたね油、上白糖、濃
口しょうゆ、だしかつお、だし昆布

干しひじき、ちりめんじゃこ、かつお削り節、煎り白胡麻、上白糖、濃口しょう
ゆ、本みりん、なたね油かぼちゃ、並塩、コショー、米酢、上白糖、マヨネーズ、アーモンド きざみのり、だし昆布、だしかつお、濃口しょうゆ、上白糖、本みりん

むらさきいも、なたね油、濃口しょうゆ、上白糖、煎り白胡麻、本みりん、無
塩バターもやし、にら、淡口しょうゆ、並塩、コショー、なたね油 ほうれんそう、ﾎｰﾙｶｰﾈﾙｺｰﾝ、にんにく、なたね油、無塩バター、並塩、淡口

しょうゆ、コショウ
糸こんにゃく、にんじん、なたね油、本みりん、濃口しょうゆ、まぐろ油漬け、
だしかつお、だし昆布

なす、なたね油、豚肉、たまねぎ、にんにく、オリーブオイル、トマトダイス
缶、トマトケチャップ、並塩、コショウ、コンソメ、ウスターソース、上白糖、小
麦粉、加塩バター、牛乳、パセリ、パン粉

なす、たまねぎ、にんじん、無塩せきベーコン、オリーブオイル、にんにく、
ローリエパウダー、ﾎｰﾙトマト缶、トマトケチャップ、コンソメ、パセリ、並塩

いか、クッキングワイン、馬鈴薯精製澱粉、なたね油、たまねぎ、にんじん、
トマトケチャップ、上白糖、ウスターソース

かぼちゃ、さといも、なす、なたね油、たまねぎ、鶏ひき肉、だしかつお、だし
昆布、淡口しょうゆ、上白糖、本みりん、馬鈴薯精製澱粉

まぐろ油漬け、ちりめんじゃこ、こまつな、なたね油、料理酒、淡口しょうゆ、
濃口しょうゆ、本みりん、白すりごま

白玉だんご、小豆、上白糖、並塩

かぶ、きざみ揚げ、赤味噌、白味噌、だしかつお、だし昆布

かぶの葉、こまつな、ちりめんじゃこ、濃口しょうゆ、上白糖、料理酒、白すり
ごま、ごま油

こまつな、ホールコーン、なたね油、並塩、カレー粉、本みりん

高野豆腐、馬鈴薯精製澱粉、なたね油、豚肉、たまねぎ、にんじん、並塩、
料理酒、濃口しょうゆ、上白糖、だし昆布、だしかつお

むきえび、たまねぎ、さといも、あおさ粉、小麦粉、馬鈴薯精製澱粉、並塩、
なたね油

鶏豚ミートボール、トマトケチャップ、ウスターソース、濃口しょうゆ、じゃがい
も、なたね油

キャベツ、にんじん、ながいも、豚肉もも、釜あげ桜えび、小麦粉、並塩、あ
おさ粉、かつお削り節、とんかつソース、なたね油

はくさい、にんじん、まぐろ油漬け、だしかつお、だし昆布、濃口しょうゆ、本
みりん、料理酒、上白糖

水菜、はくさい、にんじん、きざみ揚げ、だしかつお、だし昆布、淡口しょう
ゆ、本みりん

ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ、むきえび、えのきたけ、なたね油、ジェノバペースト、並塩、コ
ショー

鶏ささ身、きゅうり、太もやし、信州味噌、淡口しょうゆ、上白糖、煎り白胡
麻、ごま油 ナタデココ、みかん缶詰

29（火） 30（水）

こまつな、太もやし、アーモンド、なたね油、料理酒、濃口しょうゆ、中華だし
の素、コショーむきえび、にんじん、ホールコーン、むき枝豆、小麦粉、並塩、なたね油 キャベツ、並塩、淡口しょうゆ、かつお削りぶし キャベツ、ちりめんじゃこ、たくわん漬、淡口しょうゆ、なたね油

太もやし、きざみ揚げ、煎り白胡麻、上白糖、濃口しょうゆ

鶏もも肉皮なし、並塩、コショウ、にんにく、しょうが、濃口しょうゆ、上白糖、
本みりん、馬鈴薯精製澱粉

チーズで鉄分 かぼちゃ、濃口しょうゆ、本みりん、上白糖、だしかつお、だし昆布

黄桃缶 精白米、にんじん、鶏もも肉、ごぼう、なたね油、料理酒、上白糖、淡口しょうゆ、本みりん、だしかつお、だし昆布、淡口しょうゆ

国産栗のロールケーキ たら、並塩、料理酒、馬鈴薯精製澱粉、なたね油、はくさい、ベーコン、しょう
が、小麦粉、加塩バター、牛乳、コショウ、中華だしの素

豚肉ロース、料理酒、濃口しょうゆ、じゃがいも、たまねぎ、にんじん、なたね
油、上白糖、濃口しょうゆ、本みりん、だし昆布、だしかつお

国産豚肉メンチカツ、なたね油

さつまいも、小麦粉、馬鈴薯精製澱粉、なたね油、並塩

さわら、料理酒、蒸し大豆、馬鈴薯精製澱粉、なたね油、トマトケチャップ、
ウスターソース、上白糖

キャベツ、トマトダイス缶、無塩せきベーコン、コンソメ、上白糖、トマトケ
チャップ、並塩、コショウ、オリーブオイル

にんじん、こまつな、えのきたけ、しょうが、ごま油、料理酒、濃口しょうゆ、
上白糖、中華だしの素、オイスターソース、馬鈴薯精製澱粉

ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ、ほうれんそう、れんこん、無塩せきボンレスハム、マヨネーズ、粒
マスタード、並塩、コショー

キャベツ、太もやし、並塩、えのきたけ、ごま油、ガラスープ、上白糖、料理
酒、にんにく

マカロニ、たまねぎ、じゃがいも、マッシュルーム、なたね油、並塩、コ
ショー、加塩バター、小麦粉、牛乳、パン粉、パセリ

切り干し大根、きざみ揚げ、にんじん、料理酒、上白糖、本みりん、濃口しょ
うゆ、並塩、だし昆布、だしかつお、なたね油

さけ、料理酒、並塩、鶏卵水煮、たまねぎ、パセリ、コショー、マヨネーズ、パ
ルメザンチーズ、牛乳

チキンカツ、なたね油

水煮だいず、豚肉、にんじん、たまねぎ、にんにく、トマトダイス缶、コンソメ、
並塩、コショー、トマトケチャップ、上白糖、なたね油、パセリ 紫芋タルト

にんじん、まぐろ油漬け、青ねぎ、煎り白胡麻、並塩、コショー、濃口しょう
ゆ、なたね油

かぶ、かぶの葉、無塩せきボンレスハム、オリーブオイル、コンソメ、淡口
しょうゆ、並塩、コショウ

15（火） 16（水） 17（木） 18（金）

22（火） 24（木） 25（金） 28（月）

高野豆腐、にんじん、たまねぎ、乾しいたけ、料理酒、本みりん、上白糖、淡
口しょうゆ、だしかつお、だし昆布

いか、料理酒、だいこん、濃口しょうゆ、上白糖、本みりん

ホキフライ、なたね油、料理酒、だし昆布、だしかつお、上白糖、淡口しょう
ゆ、赤味噌、トマトケチャップ、白すりごま

鶏豚ハンバーグ、マッシュルーム、たまねぎ、なたね油、料理酒、トマトケ
チャップ、ウスターソース、上白糖、並塩、コショー

鶏もも肉皮なし、並塩、コショー、淡口しょうゆ、料理酒、馬鈴薯精製澱粉、
なたね油、濃口しょうゆ、上白糖、米酢、タルタルソース

精白米、鶏ひき肉、たけのこ　水煮、しょうが、濃口しょうゆ、料理酒、本みり
ん、上白糖、なたね油、ほうれんそう、だし昆布、だしかつお、錦糸卵

鶏もも肉皮なし、にんにく、しょうが、料理酒、濃口しょうゆ、並塩、小麦粉、
馬鈴薯精製澱粉、なたね油

さけフライ、なたね油、たまねぎ、オイスターソース、上白糖、米酢、淡口しょ
うゆ、マーマレード、馬鈴薯精製澱粉

鶏もも肉皮なし、並塩、コショー、バジル、パルメザンチーズ、オリーブオイ
ル、パン粉

かぼちゃ、加塩バター、パルメザンチーズ、並塩

じゃがいも、ｽｲｰﾄｺｰﾝｶｰﾈﾙ、濃口しょうゆ、加塩バター、上白糖

さつまいも、なたね油、上白糖、加塩バター

お問い合わせ先

羽曳野市教育委員会
事務局食育・給食課
072-958-1111　（代表）

分からない事等、
お気軽に

お問い合わせください。

（ごはん　３５６Kcal　　牛乳　１３８Kcal）
表中にごはんと牛乳の表示は省略しています。
（変わりごはんの場合は、表示しています。）

牛もも肉、牛肉肩ロース、料理酒、上白糖、濃口しょうゆ、キャベツ、ピーマ
ン、たまねぎ、白ねぎ、にんにく、しょうが、本みりん、はちみつ、すりおろしり
んご、赤出味噌、なたね油、白すりごま、精白米

ほうれんそう、木綿豆腐、並塩、にんじん、板こんにゃく、淡口しょうゆ、上白
糖、料理酒、白すりごま

ごぼう、たまねぎ、かぼちゃ、小麦粉、並塩、なたね油

1（火） 4（金） 7（月） 8（火）

9（水） 10（木） 11（金） 14（月）

豚肩ロース、たまねぎ、ほんしめじ、並塩、コショー、トマトケチャップ、ウス
ターｿｰｽ、上白糖、赤ぶどう酒、にんにく、小麦粉、加塩バター

豚肩ロース、料理酒、上白糖、濃口しょうゆ、たまねぎ、本みりん、はちみ
つ、しょうが、なたね油

かつおと昆布たっぷりのお出汁と大阪の農家さんに

育てられた『天王寺蕪（かぶら）』から作るおみそ汁

をいただきます。江戸時代の大阪の人が食べていたか

ぶら、力がつくと親しまれてきたおみそのおいしさを、

ぜひ味わってください。

和食
２０１３年、ユネスコ世界無形文化遺産となった

和食。日本ではその土地ならではの山の幸・海の幸

があります。その自然のおいしさと、食べる人を思

うあたたかな心がつまった和食をみなさんと一緒に

いただきます。

秋は、夏のからだを癒し、冬に向け、

からだを作る食べ物がくさんあります。


