
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（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー591kcal

1 かじきの香り焼き マカロニきな粉 たんぱく質24.5g

15 せん野菜の和風サラダ （マカロニ、きな粉、砂糖） 脂質14.6g

さつま汁、パイン缶 塩分1.3g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳、ホットケーキ エネルギー595kcal
2 チキンカツ （ホットケーキ粉、牛乳、 たんぱく質23.5g

16 小松菜のサラダ 油、メープルシロップ） 脂質16.9g

五目みそ汁、りんご ☆16日誕生日会 塩分1.8g
　ロールケーキ・ジョア

ロールパン 牛乳 エネルギー535kcal

3 ミートローフ 鮭おにぎり たんぱく質23.5g

17 ブロッコリーとコーンのソテー （米、鮭、ごま、焼きのり） 脂質18.2g

野菜スープ、みかん 塩分2.0g

ビビンバ（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー582kcal

4 はるさめ炒め 蒸しパン たんぱく質17.6g

18 わかめスープ （ホットケーキ粉、牛乳、砂糖 脂質15.7g

バナナ さつまいも、りんご、油） 塩分1.6g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー588kcal

5 豚⾁と昆布の炒め煮 五平餅 たんぱく質21.4g

19 ブロッコリーのごまあえ （米、もち米、砂糖、 脂質17.7g

みそ汁、パイン缶 減塩みそ、みりん） 塩分1.8g

けんちんうどん 牛乳 エネルギー520kcal

7 ちくわのごま炒め 大学芋 たんぱく質20.9g

21 バナナ （さつまいも、油、砂糖、 脂質14.6g
減塩しょうゆ、⿊ごま） 塩分2.0g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー564kcal

8 マーボー豆腐 ごまトースト たんぱく質20.5g

22 もやしの中華風和え物 （食パン、バター、 脂質17.4g

わかめスープ、みかん グラニュー糖、ごま） 塩分1.7g

ミートスパゲティー 牛乳 エネルギー586kcal

9 ジャーマンポテト わかめおにぎり たんぱく質19.5g

23 野菜スープ （米、炊き込みわかめ） 脂質16.3g

キウイフルーツ 塩分2.2g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー564kcal

10 さばの⻯⽥揚げ いちごジャムパン たんぱく質20.4g

24 野菜の磯和え （ロールパン、いちごジャム） 脂質16.9g

すまし汁、りんご 塩分1.6g

ゆかりご飯（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー545kcal

⾁団⼦のホクホク煮 せんべい たんぱく質20.2g

さつまいものレモン煮 キャンディーチーズ 脂質14.5g

みそ汁、キウイフルーツ 塩分2.0g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー571kcal

12 焼きししゃも シュガードーナツ たんぱく質18.5g

26 きんぴらごぼう （ホットケーキ粉、牛乳、 脂質14.3g

すまし汁、バナナ 砂糖、油） 塩分1.6g

カレーライス（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー582kcal

14 フレンチサラダ ビスケット たんぱく質18.0g

28 バナナ 脂質15.7g

野菜ジュース 塩分1.9g

ケチャップライス（⻨⼊り） ヤクルト エネルギー617kcal

鶏のから揚げ ビスケット たんぱく質22.4g

ゆでブロッコリー、ミニトマト ぶどうゼリー 脂質13.9g
豆乳スープ （ぶどうジュース、 塩分1.7g

フルーツカクテル 砂糖、粉寒天）

11 ⾦

かつお・昆布だし
汁、減塩しょうゆ、
食塩

米、じゃがいも、押
⻨、油、砂糖

米、じゃがいも、油、
押⻨、砂糖、⽚栗粉

調整豆乳、ヤクルト、鶏も
も⾁、鶏ひき⾁、ベーコン

ぶどうジュース、玉葱、ミニ
トマト、フルーツミックス缶、
ブロッコリー、人参、ピーマ
ン、粉寒天、しょうが、にん
にく

ケチャップ、減塩しょ
うゆ、食塩、コンソメ

米、さつまいも、⽚栗
粉、押⻨、砂糖

キウイフルーツ、大根、キャ
ベツ、人参、小松菜、ね
ぎ、レモン果汁、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、食
塩、酢

牛乳、豚⾁、ハム 野菜ジュース、バナナ、玉
葱、キャベツ、人参、コーン
缶、きゅうり

カレールウ、酢、食
塩

※23日のおやつは食育でロールケーキにデコレーションします

米、ホットケーキ粉、
砂糖、押⻨、油、ご
ま、ごま油

牛乳、ししゃも バナナ、白菜、人参、ごぼ
う、えのき茸、葉ねぎ

減塩しょうゆ、酢、
鶏がら、食塩

米、ロールパン、押
⻨、油、⽚栗粉、砂
糖、ごま油

牛乳、さば りんご、白菜、キャベツ、ほ
うれん草、いちごジャム、人
参、えのき茸、葉ねぎ、しょ
うが、焼きのり

かつおだし汁、減塩
しょうゆ、食塩

じゃがいも、スパゲ
ティ、米、油、⽚栗
粉、砂糖

牛乳、豚ひき⾁、鶏ひき
⾁、チーズ、減塩みそ、油
揚げ

ゆでうどん、さつまい
も、⾥芋、砂糖、
油、すりごま、⿊ごま

牛乳、鶏もも⾁、ちくわ バナナ、大根、人参、ね
ぎ、⻘のり

かつおだし汁、減塩
しょうゆ、みりん、食
塩

牛乳、豚ひき⾁、牛ひき
⾁、ベーコン

キウイフルーツ、玉葱、人
参、キャベツ、トマト缶、え
のき茸、パセリ粉、炊き込
みわかめ

ケチャップ、ウスター
ソース、食塩、コンソ
メ

米、食パン、押⻨、グ
ラニュー糖、砂糖、⽚
栗粉、ごま油、ごま

牛乳、木綿豆腐、豚ひき
⾁、減塩みそ、バター

みかん、もやし、ねぎ、人
参、小松菜、コーン缶、
カットわかめ、しょうが

ケチャップ、ウスター
ソース、減塩しょう
ゆ、食塩、コンソメ

米、もち米、押⻨、す
りごま、⽚栗粉、ごま
油、砂糖

牛乳、豚⾁、木綿豆腐、
減塩みそ

パイン缶、ブロッコリー、人
参、ねぎ、刻み昆布、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

米、ホットケーキ粉、
さつまいも、はるさめ、
押⻨、油、ごま、ごま
油、砂糖

米、押⻨、ホットケー
キ粉、小⻨粉、パン
粉、メープルシロップ、
油、砂糖、マヨネー
ズ、ごま

牛乳、鶏むね⾁、減塩み
そ、油揚げ、ベーコン

りんご、小松菜、南瓜、玉
葱、人参、ごぼう、ねぎ、も
やし

かつおだし汁、ケ
チャップ、中濃ソー
ス、減塩しょうゆ、食
塩

牛乳、豚ひき⾁、鶏ひき
⾁

バナナ、もやし、ほうれん
草、白菜、人参、りんご、
ねぎ、コーン缶、ピーマン、
干し椎茸、カットわかめ、
しょうが、にんにく

減塩しょうゆ、鶏が
ら、食塩

ロールパン、米、⽚栗
粉、油、ごま

牛乳、木綿豆腐、豚ひき
⾁、鶏もも⾁、鮭

みかん、玉葱、ブロッコ
リー、人参、コーン缶、ひじ
き、南瓜、焼きのり

日 献⽴ 3時おやつ
材         料        名

栄養価

米、さつまいも、マカロ
ニ、押⻨、⽚栗粉、
油、砂糖

牛乳、かじき、減塩みそ、
きな粉、鶏もも⾁、油揚げ

パイン缶、大根、白菜、
きゅうり、ねぎ、人参、にん
にく、しょうが、⻘のり

かつおだし汁、減塩
しょうゆ、みりん、食
塩
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☆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
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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（⻨⼊り） エネルギー405kcal

1 鶏つくねのあんかけ たんぱく質13.7g

15 さつまいもの甘煮 脂質7.2g
すまし汁、バナナ 塩分0.9g
ごはん（⻨⼊り） エネルギー383kcal

2 ウインナーソテー たんぱく質11.9g

16 野菜のカレー風味炒め 脂質11.0g

みそ汁、ヨーグルト 塩分1.5g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー331kcal

3 ししゃものごま焼き たんぱく質12.9g

17 野菜のおかか和え 脂質7.5g

みそ汁、パイン缶 塩分0.9g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー360kcal

4 厚揚げのそぼろ煮 たんぱく質13.5g

18 もやしのゆかりあえ 脂質9.8g

すまし汁、キウイフルーツ 塩分1.1g
ごはん（⻨⼊り） エネルギー371kcal

5 ささ身の中華風てんぷら たんぱく質16.2g

19 ほうれん草のしらすサラダ 脂質7.0g
わかめスープ、バナナ 塩分1.2g
ごはん（⻨⼊り） エネルギー383kcal

7 豚⾁の香味焼き たんぱく質14.0g

21 きゅうりの酢の物 脂質11.5g
みそ汁、パイン缶 塩分1.3g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー391kcal

8 さばのみそ煮 たんぱく質16.6g

22 煮浸し 脂質10.5g

すまし汁、バナナ 塩分1.4g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー424kcal

9 はんぺんチーズフライ たんぱく質13.4g

23 野菜炒め 脂質9.5g
みそ汁、パイン缶 塩分1.5g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー377kcal

10 豆腐ハンバーグ たんぱく質12.8g

24 ほうれん草とベーコンのソテー 脂質9.7g
コーンとわかめのスープ、キウイフルーツ 塩分1.1g

ハヤシライス エネルギー411kcal
ブロッコリーとコーンのソテー たんぱく質14.6g

オニオンスープ 脂質8.5g

ヨーグルト 塩分2.1g
ごはん（⻨⼊り） エネルギー397kcal

12 鶏⾁の照り焼き たんぱく質15.8g

26 ほうれん草とコーンのごまあえ 脂質12.3g
みそ汁、パイン缶 塩分1.1g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー337kcal

14 鮭の⻄京焼き たんぱく質15.4g

28 ひじきの煮物 脂質5.7g

みそ汁、キウイフルーツ 塩分1.3g
カレーうどん エネルギー348kcal

じゃが芋炒め たんぱく質14.0g

ヨーグルト 脂質10.8g
塩分1.5g

<夕食＞

ゆでうどん、じゃがいも、⽚
栗粉、油

ヨーグルト、豚⾁、油揚げ、
ベーコン

玉葱、人参、ねぎ、ピーマン かつおだし汁、減塩
しょうゆ、みりん、食
塩、カレー粉

11

玉葱、ブロッコリー、人参、
コーン缶

ハヤシルウ、コンソメ、
食塩、パセリ粉

米、押⻨、砂糖、油、ご
ま油

鮭、減塩みそ、油揚げ キウイフルーツ、もやし、人
参、ひじき、カットわかめ

かつおだし汁、みりん、
減塩しょうゆ

米、押⻨、油、ごま、砂
糖、⽚栗粉

鶏もも⾁、木綿豆腐、減塩
みそ

パイン缶、ほうれん草、ね
ぎ、人参、コーン缶、カットわ
かめ

かつおだし汁、減塩
しょうゆ、みりん

米、小⻨粉、パン粉、押
⻨、油

はんぺん、木綿豆腐、スライ
スチーズ、減塩みそ、ベーコ
ン

パイン缶、キャベツ、玉葱、
コーン缶、人参、ねぎ、カット
わかめ

かつおだし汁、食塩

米、じゃがいも、押⻨、油 ヨーグルト、豚⾁

米、押⻨、油、⽚栗粉、
砂糖

木綿豆腐、鶏ひき⾁、ベー
コン

キウイフルーツ、玉葱、ほう
れん草、コーン缶、人参、
カットわかめ

ケチャップ、中濃ソー
ス、コンソメ、食塩

米、押⻨、砂糖

かつおだし汁、減塩
しょうゆ、食塩

さば、木綿豆腐、油揚げ、
減塩みそ

バナナ、小松菜、人参、ね
ぎ、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

米、押⻨、⽚栗粉、砂
糖、油

鶏ささ身、しらす干し バナナ、ほうれん草、キャベ
ツ、コーン缶、ねぎ、人参、
カットわかめ

酢、減塩しょうゆ、鶏
がら、食塩

米、押⻨、油、ごま、砂
糖

豚⾁、しらす干し、減塩み
そ

パイン缶、きゅうり、もやし、
人参、玉葱、カットわかめ、
にんにく

かつおだし汁、減塩
しょうゆ、酢

かつおだし汁、食塩、
カレー粉

日 献⽴

火

生揚げ、豚ひき⾁ キウイフルーツ、もやし、玉
葱、人参、えのき茸、ねぎ、
カットわかめ

かつお・昆布だし汁、
減塩しょうゆ、食塩

米、ごま、押⻨、油 ししゃも、減塩みそ、かつお
節

パイン缶、もやし、キャベツ、
ほうれん草、人参、カットわ
かめ

バナナ、ねぎ、人参、えのき
茸、ごぼう

かつおだし汁、減塩
しょうゆ

米、押⻨、⽚栗粉、さつ
まいも、焼ふ、油、砂糖

鶏ひき⾁

米、押⻨、油 ヨーグルト、ウインナーソー
セージ、減塩みそ

玉葱、コーン缶、キャベツ、
人参、カットわかめ

曜

月

土

土

⾦

木

水

⾦

米、油、押⻨、⽚栗粉、
小⻨粉、砂糖、ごま、ご
ま油

栄養価

25

木

⾦

水

火

月

材         料        名


