
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料

カレーライス 牛乳 エネルギー532kcal

2 小松菜ともやしのあえ物 ポップコーン たんぱく質16.4g

16 わかめスープ 脂質15.5g

バナナ 塩分2.2g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー579kcal

3 れんこんのはさみ焼き バナナホットケーキ たんぱく質21g

17 きゅうりの酢の物 (ホットケーキ粉、牛乳、 脂質17.8g

すまし汁、柿 　　　　　バナナ、砂糖、油） 塩分1.8g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー572kcal

4 マーボー豆腐 ウエハース、せんべい たんぱく質18.5g

18 はるさめサラダ ※せんべい、バナナ 脂質17.3g

中華スープ、みかん ☆18日誕生日会　　ロールケーキ 塩分1.9g

※おにぎり

ロールパン（ぶどう） 牛乳 エネルギー587kcal

5 煮込みハンバーグ さつまいもスティック たんぱく質17.9g

19 ジャーマンポテト （さつまいも、米粉、砂糖、油） 脂質20.4g

コーンスープ、パイン缶 塩分2.1g

わかめご飯（麦入り） 牛乳 エネルギー574kcal

6 焼きししゃも 焼きもろこしおにぎり たんぱく質21.1g

20 じゃが芋きんぴら （米、コーン缶、 脂質15.2g

みそ汁、りんご 　　　　　減塩しょうゆ、油） 塩分2.0g

中華丼 牛乳 エネルギー540kcal

7 さつま芋の甘煮 せんべい たんぱく質15.4g

21 わかめスープ ビスケット 脂質11.7g

バナナ ※スイートポテト 塩分1.6g

わかめうどん 牛乳 エネルギー547kcal

9 ひき肉の春巻き ハニートースト たんぱく質21.5g

23 バナナ （食パン、マーガリン、はちみつ） 脂質19.6g

※おにぎり 塩分2.1g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー528kcal

10 納豆ボール ベイクドじゃが（青のり） たんぱく質19.5g

24 チンゲン菜のあえ物 脂質16.5g

みそ汁、柿 塩分1.4g

ごはん(麦入り） 麦茶 エネルギー553kcal

ふりかけ・ひじき（ごま） ビスケット、牛乳寒天（みかん） たんぱく質21.1g

さばのトマト煮 （牛乳、砂糖、みかん缶、粉寒天） 脂質15.8g

ポトフ、りんご ※豆乳寒天（みかん）、せんべい 塩分1.5g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー592kcal

12 厚揚げカレー かぼちゃもち たんぱく質20.2g

26 キャベツとツナのサラダ （かぼちゃ、片栗粉、塩、 脂質20.6g

わかめスープ、みかん 　　　　　　減塩しょうゆ、油） 塩分1.9g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー574kcal

13 鶏肉の甘酢煮 コーンフレーク たんぱく質18.2g

27 白菜の昆布和え バナナ 脂質13.9g

中華スープ、パイン缶 塩分1.8g

焼きそば 牛乳 エネルギー574kcal

14 ポテトサラダ みそ焼きおにぎり たんぱく質19.5g

28 白菜とハムのスープ （米、減塩みそ、砂糖、 脂質17.3g

りんご 　　　　　　みりん、ごま、ごま油） 塩分2.1g

豆乳クリームドリア 麦茶 エネルギー598kcal

鶏のから揚げ スイートポテト たんぱく質19.9g

ゆでブロッコリー (さつまいも、豆乳、砂糖、 脂質15.1g

かぶのスープ、パイン缶   豆乳ホイップ、バナナ、いちご） 塩分1.9g
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☆おいしくて安全な給食を提供する為に、食材や天候によって内容を変更する場合がございます。

※印はアレルギー対応食です。

木

金

土

水

（じゃがいも、油、青のり、塩）

土

木

水

火

月

みかん、きゅうり、キャベ

ツ、ねぎ、人参、カットわ

かめ、しょうが

減塩しょうゆ、

酢、とりがら、食

塩

さつまいも、じゃがい

も、ロールパン（ぶど

う）、砂糖、油、片

栗粉、米粉

ゆでうどん、食パン、

春巻きの皮、油、

マーガリン、はちみ

つ、片栗粉

水

栄養価曜
材         料        名

月

火

金

米、ホットケーキ粉、

押麦、片栗粉、油、

砂糖

牛乳、鶏ひき肉、木

綿豆腐、ちくわ

柿、きゅうり、蓮根、人

参、バナナ、ねぎ、椎

茸、カットわかめ、しょう

が

日 献立 3時おやつ

米、じゃがいも、とうも

ろこし（玄穀）、押

麦、油、砂糖

牛乳、豚肉 バナナ、玉葱、人参、小

松菜、もやし、ねぎ、

コーン缶、カットわかめ

カレールウ、減塩

しょうゆ、とりがら、

食塩 （とうもろこし玄穀、塩、油）

かつお・昆布だし

汁、かつおだし

汁、減塩しょう

ゆ、酢、食塩、み

りん

牛乳、豚ひき肉、ベー

コン

玉葱、パイン缶、トマト

ピューレ、コーン缶、人

参、パセリ粉

ケチャップ、ウス

ターソース、食

塩、コンソメ

米、押麦、じゃがい

も、油、砂糖、ごま

油、ごま

牛乳、ししゃも、木綿

豆腐、減塩みそ、油

揚げ

りんご、もやし、人参、ご

ぼう、コーン缶、炊き込

みわかめ

かつおだし汁、減

塩しょうゆ、食塩

米、春雨、押麦、片

栗粉、砂糖、ごま油

牛乳、木綿豆腐、豚

ひき肉、かにかまぼ

こ、減塩みそ

牛乳、豚ひき肉、油

揚げ

バナナ、ほうれん草、人

参、もやし、カットわかめ

かつお・昆布だし

汁、減塩しょう

ゆ、みりん、食

塩、カレー粉

米、さつまいも、ごま

油、片栗粉、砂糖

牛乳、豚肉 バナナ、白菜、コーン

缶、ねぎ、人参、椎茸、

カットわかめ、しょうが、に

んにく

減塩しょうゆ、食

塩、とりがら

牛乳、さば、鶏もも

肉、しらす干し、かつ

お節

トマト缶、りんご、玉葱、

かぶ、かぶの葉、みかん

缶、人参、しめじ、ひじ

き、粉寒天、刻み昆

布、にんにく、青のり

食塩、減塩しょう

ゆ、みりん、コンソ

メ

牛乳、豚ひき肉、挽

きわり納豆、減塩み

そ、しらす干し

柿、チンゲン菜、大根、

ねぎ、人参、青のり

かつおだし汁、減

塩しょうゆ、食塩

米、じゃがいも、コー

ンフレーク、油、押

麦、片栗粉、砂糖、

ごま油

牛乳、鶏もも肉、木

綿豆腐

パイン缶、白菜、バナ

ナ、玉葱、人参、黄ピー

マン、ピーマン、ねぎ、塩

昆布、カットわかめ

減塩しょうゆ、

酢、コンソメ、食

塩

じゃがいも、米、片栗

粉、押麦、油、砂糖

米、油、片栗粉、押

麦、米粉、砂糖

牛乳、生揚げ、豚ひ

き肉、ツナ水煮缶

みかん、かぼちゃ、玉

葱、キャベツ、人参、に

んにく、カットわかめ、しょ

うが

ケチャップ、減塩

しょうゆ、コンソ

メ、酢、食塩、カ

レー粉

米、里芋、砂糖、押

麦、油、片栗粉、砂

糖、ごま

ケチャップ、減塩

しょうゆ、コンソ

メ、食塩、パセリ

粉

焼きそばめん、じゃが

いも、米、マヨネー

ズ、油、砂糖、ごま、

ごま油

さつまいも、米、砂

糖、油、押麦、片栗

粉、米粉

鶏もも肉、豆乳、鶏

ひき肉、豆乳生クリー

ム、ベーコン

パイン缶、ブロッコリー、

バナナ、人参、玉葱、か

ぶ、かぶの葉、いちご、

ピーマン、しょうが、にん

にく

牛乳、豚肉、ツナ水

煮缶、減塩みそ、ハ

ム

りんご、もやし、キャベ

ツ、人参、きゅうり、玉

葱、青のり、白菜

中濃ソース、みり

ん、食塩









様式F101
2019年12月 献    　  立      　表 ミルキーホーム本八幡みなみ園(一般)

エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は未満児

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料

27 574.5(0.0)

金 18.2(0.0)

13.9(0.0)

1.8(0.0)

28 549.1(0.0)

土 17.5(0.0)

15.9(0.0)

1.6(0.0)

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ 行事

ごはん（麦入り）、鶏肉の甘酢
煮、白菜の昆布和え、中華スー
プ、パイン缶

米、じゃがいも、○コーンフ
レーク、油、押麦、片栗粉、
砂糖、ごま油

○牛乳、鶏もも肉、木綿豆
腐

パイン缶、はくさい、○バナ
ナ、たまねぎ、にんじん、黄
ピーマン、ピーマン、ねぎ、
塩こんぶ、カットわかめ

減塩しょうゆ、酢、中華だし
の素、食塩

牛乳、コーンフ
レーク、バナナ

みそ焼きおにぎ
り（ごま）、牛乳

焼きそば、ポテトサラダ、りんご 焼きそばめん、じゃがいも、
○米、マヨネーズ、油、○砂
糖、○ごま、○ごま油

○牛乳、豚肉(もも)、ツナ水
煮缶、○減塩みそ

りんご、もやし、キャベツ、に
んじん、きゅうり、たまねぎ、
あおのり

中濃ソース、○みりん、食塩



<夕食＞

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料

ごはん（麦入り） エネルギー389kcal

2 豚肉と昆布の炒め煮 たんぱく質15.6ｇ

16 ちくわのごま炒め 脂質12.6ｇ

みそ汁、りんご 塩分1.7ｇ

けんちんうどん エネルギー332kcal

3 キャベツとウインナーソテー たんぱく質14.9ｇ

17 粉ふき芋 脂質6.9ｇ

ヨーグルト 塩分1.9ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー392kcal

4 鶏肉の照り焼き たんぱく質15.5ｇ

18 ほうれん草のごま和え 脂質11.8ｇ

みそ汁、キウイフルーツ 塩分1.4ｇ

三色どんぶり（麦入り） エネルギー358kcal

5 チンゲン菜とちくわのさっと煮 たんぱく質13.9ｇ

19 すまし汁 脂質6.6ｇ

バナナ 塩分1.4ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー392kcal

6 肉野菜炒め たんぱく質12.8ｇ

20 かぼちゃの煮物 脂質9.8ｇ

みそ汁、キウイフルーツ 塩分1.2ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー343kcal

7 鮭のちゃんちゃん焼き たんぱく質15.9ｇ

21 ベイクド里芋 脂質5.8ｇ

豆腐スープ、りんご 塩分1.1ｇ

カレーピラフ（麦入り） エネルギー355kcal

9 じゃがいも炒め たんぱく質7.4ｇ

23 コーンスープ 脂質7.8ｇ

キウイフルーツ 塩分1.5ｇ

鶏ごぼうご飯（麦入り） エネルギー320kcal

10 大根と油あげの煮物 たんぱく質10.2ｇ

24 ブロッコリーのごまあえ 脂質3.8ｇ

バナナ 塩分0.8ｇ

肉みそうどん エネルギー369kcal

かき揚げ たんぱく質13.1ｇ

ヨーグルト 脂質10.6ｇ

塩分1.2ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー416kcal

12 ハンバーグ たんぱく質14.0ｇ

26 ちくわとブロッコリーの和え物 脂質10.0ｇ

コーンスープ、パイン缶 塩分1.6ｇ

ゆかり御飯（麦入り） エネルギー356kcal

13 松風焼き たんぱく質15.9ｇ

27 ほうれん草とじゃこのお浸し 脂質8.2ｇ

すまし汁、キウイフルーツ 塩分1.7ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー360kcal

14 鶏肉のみそ焼き たんぱく質15.6ｇ

28 ひじきの煮物 脂質6.0ｇ

みそ汁、バナナ 塩分1.4ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー358kcal

さばのみそ煮 たんぱく質15.3ｇ

キャベツの昆布サラダ 脂質9.0ｇ

すまし汁、キウイフルーツ 塩分1.3ｇ

25 水

米、押麦、砂糖、ごま

油

さば、木綿豆腐、減塩

みそ

キウイフルーツ、キャベ

ツ、人参、ねぎ、塩こん

ぶ、カットわかめ、しょうが

かつおだし汁、

みりん、減塩

しょうゆ、食塩

金

米、押麦、片栗粉、ご

ま

鶏ひき肉、木綿豆腐、

しらす干し、減塩みそ、

油揚げ

キウイフルーツ、ほうれん

草、玉葱、人参、カット

わかめ、青のり

かつおだし汁、

みりん、減塩

しょうゆ、食塩

土

米、押麦、砂糖、ごま

油

鶏もも肉、木綿豆腐、

減塩みそ、油揚げ

バナナ、なめこ、人参、

ねぎ、さやえんどう、ひじ

き

かつおだし汁、

減塩しょうゆ、

みりん

食塩

木

米、押麦、片栗粉、ご

ま、油、砂糖

豚ひき肉、ちくわ パイン缶、クリームコーン

缶、玉葱、人参、ブロッ

コリー

ケチャップ、減塩

しょうゆ、食塩、

コンソメ

火

米、押麦、砂糖、すり

ごま

鶏もも肉、油揚げ バナナ、大根、人参、ブ

ロッコリー、ごぼう、干し

椎茸

かつおだし汁、

減塩しょうゆ、

みりん、食塩

11 水

ゆでうどん、さつまい

も、小麦粉、油、片栗

粉、砂糖

ヨーグルト(加糖)、豚ひ

き肉、減塩みそ、しらす

干し

玉葱、人参、ピーマン、

干し椎茸

土

米、里芋、押麦、油、

片栗粉、砂糖

鮭、木綿豆腐、減塩

みそ

キャベツ、りんご、人参、

しめじ、ねぎ、カットわか

め

みりん、とりが

ら、食塩、減塩

しょうゆ

月

米、じゃがいも、押

麦、油

豚ひき肉、ベーコン キウイフルーツ、クリーム

コーン缶、玉葱、ピーマ

ン、人参

コンソメ、食塩、

カレー粉

木

米、押麦、油、砂糖 鶏ひき肉、木綿豆腐、

ちくわ

バナナ、チンゲン菜、人

参、ほうれん草、えのき

茸、ねぎ、カットわかめ、

焼きのり、しょうが

かつおだし汁、

減塩しょうゆ、

みりん、食塩

金

米、押麦、ごま油、砂

糖

豚肉、減塩みそ キウイフルーツ、かぼ

ちゃ、キャベツ、もやし、

玉葱、人参、ピーマン、

カットわかめ

かつおだし汁、

減塩しょうゆ、

食塩

火

ゆでうどん、じゃがい

も、里芋、油

ヨーグルト(加糖)、鶏も

も肉、ウインナーソー

セージ

キャベツ、大根、人参、

玉葱、ねぎ、青のり

かつおだし汁、

減塩しょうゆ、

みりん、コンソ

メ、食塩

水

米、押麦、すりごま、

片栗粉、油、砂糖

鶏もも肉、減塩みそ キウイフルーツ、ほうれん

草、もやし、人参、大

根、カットわかめ、しょう

が

かつおだし汁、

減塩しょうゆ、

みりん

日 曜 献立
材         料        名

栄養価

月

米、押麦、すりごま、

油、ごま油、砂糖

豚肉、ちくわ、木綿豆

腐、減塩みそ

りんご、なめこ、ねぎ、人

参、刻みこんぶ、青のり

かつおだし汁、

減塩しょうゆ



様式F109
2019年12月 献    　  立      　表 ミルキーホーム本八幡みなみ園(一般)

エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は未満児

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料

27 356.7(249.5)

金 15.9(11.1)

8.2(5.7)

1.7(1.2)

28 360.0(84.9)

土 15.6(3.3)

6.0(2.4)

1.4(0.7)

ごはん（麦入り）、鶏肉のみそ焼
き、バナナ、ひじきの煮物（にん
じん）、豆腐みそ汁（なめこ）

米、押麦、砂糖、ごま油 鶏もも肉、木綿豆腐、減塩
みそ、油揚げ

バナナ、なめこ、にんじん、
ねぎ、さやえんどう、ひじき

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ、みりん

行事

ゆかり御飯、松風焼き・豆腐い
り、ほうれん草とじゃこのお浸し、
すまし汁、キウイフルーツ

米、押麦、片栗粉、ごま 鶏ひき肉、木綿豆腐、しらす
干し、減塩みそ、油揚げ

キウイフルーツ、ほうれんそ
う、たまねぎ、にんじん、カッ
トわかめ、あおのり

かつおだし汁、みりん、減塩
しょうゆ、食塩

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ


