
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

焼きそば 牛乳 エネルギー549kcal
1 水 ジャーマンポテト せんべい たんぱく質18.0g
21 火 わかめスープ りんごゼリー 脂質15.5g

キウイフルーツ （りんごジュース、砂糖、粉寒天） 塩分2.0g

サンドイッチ ⻨茶、ビスケット エネルギー576kcal
2 ほうれん草のグラタン 果物のヨーグルト和え たんぱく質23.8g
16 ⾁団⼦スープ （ヨーグルト、バナナ、みかん缶、 脂質19.1g

オレンジ 　　　　砂糖、パイン缶） 塩分2.2g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー571kcal

3 魚の磯辺揚げ マカロニきな粉 たんぱく質24.2g

17 切⼲し⼤根の煮物 （マカロニ、きな粉、 脂質13.5g

みそ汁、バナナ 　　　　　　　　砂糖、塩） 塩分1.4g
てりやき野菜丼 牛乳 エネルギー512kcal

4 ブロッコリーのごまあえ ⻘のりフライドポテト たんぱく質21.1g
18 みそ汁 （じゃがいも、⻘のり、塩、油） 脂質15.9g

りんご 塩分1.3g

ゆかり御飯（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー591kcal

6 鶏のから揚げ 焼きおにぎり たんぱく質23.0g

20 野菜炒め （米、減塩しょうゆ、 脂質16.1g

みそ汁、オレンジ 　　　　　　　かつお節、油） 塩分1.7g
ケチャップライス（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー594kcal
七夕シチュー 七夕ゼリー、せんべい たんぱく質18.2g

切⼲⼤根のサラダ （アセロラジュース、砂糖、 脂質12.3g

すいか 　　オレンジジュース、粉寒天） 塩分2.1g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー572kcal

8 さばの塩焼き かすてら たんぱく質22.0g

22 ひじきの煮物 ☆22日誕生日会 脂質16.2g

みそ汁、オレンジ ロールケーキ 塩分1.5g
ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー561kcal

9 豚⾁とニラのスタミナ炒め きなこトースト たんぱく質21.1g

30 ゆでとうもろこし （食パン、きな粉、砂糖、 脂質15.3g

中華スープ、バナナ 　　　　　　　　　　マーガリン） 塩分1.6g
ハンバーガー ⻨茶 エネルギー586kcal

10 フライドポテト ビスケット たんぱく質19.3g

31 チキンスープ ヨーグルト 脂質17.2g
フルーツカクテル 塩分2.0g
ごはん（⻨⼊り） 牛乳、お好み焼き エネルギー571kcal

11 豆腐ハンバーグ （⼩⻨粉、豚⾁、⻑いも、 たんぱく質20.6g

25 ほうれん草のソテー 　キャベツ、⻘のり、かつお節、 脂質16.2g

野菜スープ、バナナ 　ねぎ、ケチャップ、ソース、油） 塩分1.4g

しょうゆラーメン風 牛乳 エネルギー550kcal
13 粉ふきいも りんご⼊りドーナツ たんぱく質19.3g

27 すいか （ホットケーキ粉、りんご、 脂質14.9g
　　りんごジャム、牛乳、油） 塩分2.0g

夏野菜のドライカレー 牛乳 エネルギー536kcal
フレンチサラダ マカロニのトマト煮 たんぱく質18.5g
チキンスープ （マカロニ、豚ひき⾁、玉葱、 脂質15.2g
バナナ 　　トマト缶、ケチャップ、塩、 塩分1.9g

にんにく、砂糖、パセリ粉、油）
わかめ御飯（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー556kcal

15 豆腐の変わり揚げ せんべい たんぱく質16.4g

29 きゅうりのゆかりあえ ビスケット 脂質14.9g

みそ汁、りんご 塩分2.0g

3時おやつ 栄養価

焼きそばめん、じゃがい
も、ホットケーキ粉、油

牛乳、豚⾁、ウイン
ナーソーセージ、木綿
豆腐

キウイフルーツ、玉葱、もや
し、キャベツ、人参、コーン
缶、カットわかめ、パセリ、⻘
のり、りんごジュース、粉寒天

中濃ソース、鶏が
ら、食塩

材         料        名

食パン、さつまいも、
⽚栗粉、⼩⻨粉、は
るさめ、油

牛乳、ヨーグルト、鶏
ひき⾁、スライスチー
ズ、鶏もも⾁、ハム、バ
ター、チーズ

玉葱、ほうれん草、みかん
缶、バナナ、パイン缶、人
参、白菜、ねぎ、オレンジ

コンソメ、食塩

日 献⽴曜

りんご、もやし、ブロッコリー、
玉葱、キャベツ、人参、ね
ぎ、カットわかめ、⻘のり

かつおだし汁、減
塩しょうゆ、みり
ん、食塩

米、マカロニ、押⻨、
油、⼩⻨粉、砂糖

牛乳、白身魚、木綿
豆腐、減塩みそ、きな
粉、油揚げ

バナナ、人参、ねぎ、切り⼲
し⼤根、カットわかめ、⻘のり

かつおだし汁、減
塩しょうゆ、みり
ん、食塩

米、押⻨、砂糖、ごま
油

牛乳、さば、ちくわ、減
塩みそ、油揚げ

オレンジ、なす、玉葱、人
参、えのき茸、さやえんどう、
ひじき、カットわかめ

かつおだし汁、減
塩しょうゆ、みり
ん、食塩

じゃがいも、米、油、
押⻨、すりごま、⽚栗
粉、砂糖

米、押し⻨、じゃがい
も、油、砂糖

牛乳、鶏もも⾁、鶏ひ
き⾁、ツナ油漬缶

アセロラジュース、オレンジ
ジュース、すいか、玉葱、人
参、ピーマン、きゅうり、コーン
缶、オクラ、切り⼲し⼤根、
粉寒天

酢、食塩、ケチャッ
プ

米、押⻨、油、⽚栗
粉、ごま

水

28
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牛乳、豚⾁、木綿豆
腐、きな粉

バナナ、とうもろこし、キャベ
ツ、玉葱、にら、人参、ね
ぎ、カットわかめ、にんにく、
しょうが

鶏がら、減塩しょう
ゆ、食塩

米、食パン、押⻨、
マーガリン、ごま油、砂
糖

米、⼩⻨粉、押⻨、
⻑いも、⽚栗粉、油、
砂糖

牛乳、木綿豆腐、豚
ひき⾁、豚⾁、かつお
節

バナナ、ほうれん草、玉葱、
キャベツ、コーン缶、人参、ね
ぎ、⻘のり

玉葱、みかん缶、パイン缶、
キャベツ、南瓜、もも缶、人
参

ケチャップ、食塩、
コンソメ

バナナ、キャベツ、トマト、な
す、ピーマン、玉葱、トマト
缶、もやし、ズッキーニ、きゅう
り、⾚・⻩ピーマン、人参、え
のき茸、コーン缶、にんにく

コンソメ、ケチャッ
プ、ウスターソース、
カレールウ、酢、パ
セリ粉、食塩

生中華めん、じゃがい
も、ホットケーキ粉、油

牛乳、豚⾁

かつおだし汁、減
塩しょうゆ、食塩

火

水

木

⾦

土

ケチャップ、中濃
ソース、食塩、コン
ソメ

火

じゃがいも、コッペパ
ン、油、⽚栗粉

ヨーグルト、豚ひき⾁、
鶏もも⾁

ミルキーホーム本八幡みなみ園
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木

⾦

土

月

牛乳、鶏もも⾁、木
綿豆腐、減塩みそ、
ベーコン、かつお節

オレンジ、玉葱、コーン缶、
キャベツ、チンゲン菜、人参、
えのき茸、しょうが、にんにく

かつおだし汁、減
塩しょうゆ、食塩

牛乳、鶏もも⾁、木
綿豆腐、減塩みそ

7

米、⽚栗粉、押⻨、
油

月

牛乳、豚ひき⾁、鶏ひ
き⾁、ハム

米、マカロニ、押⻨、
油、⽚栗粉、砂糖

☆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。

すいか、りんご、キャベツ、も
やし、にら、人参、コーン缶、
⻘のり、りんごジャム

減塩しょうゆ、鶏が
ら、食塩

牛乳、木綿豆腐、減
塩みそ

りんご、きゅうり、南瓜、玉
葱、枝豆、人参、ひじき、
カットわかめ



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

三色そぼろ丼 エネルギー386kcal

1 水 ちくわのごま炒め たんぱく質15.0g

21 火 みそ汁 脂質8.4g

パイン缶 塩分1.6g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー381kcal

2 さばの⻯⽥揚げ たんぱく質14.0g

16 ⼩松菜のあえ物 脂質11.6g

みそ汁、キウイフルーツ 塩分1.0g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー373kcal

3 豚⾁のしょうが焼き たんぱく質13.9g

17 人参のじゃこごまあえ 脂質10.5g

みそ汁、パイン缶 塩分1.1g

ゆかり御飯（⻨⼊り） エネルギー357kcal

4 松風焼き たんぱく質16.0g

18 ほうれん草のお浸し 脂質8.1g

すまし汁、キウイフルーツ 塩分1.8g
ごはん（⻨⼊り） エネルギー373kcal

6 コーン団⼦ たんぱく質10.9g

20 はるさめサラダ 脂質6.5g

わかめスープ、バナナ 塩分1.2g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー395kcal

厚揚げのそぼろ煮 たんぱく質14.1g

かぼちゃの甘煮 脂質9.2g

キウイフルーツ 塩分0.9g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー378kcal

8 ウインナーソテー たんぱく質9.7g

22 野菜のカレー風味炒め 脂質10.3g

みそ汁、バナナ 塩分1.4g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー367kcal

9 魚のフライ たんぱく質14.0g

30 海藻サラダ 脂質6.2g

みそ汁、パイン缶 塩分1.2g

ハヤシライス（⻨⼊り） エネルギー397kcal

10 キャベツとコーンソテー たんぱく質11.3g

31 オニオンスープ 脂質7.4g

バナナ 塩分1.9g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー310kcal

11 鮭のちゃんちゃん焼き たんぱく質14.6g

25 もやしのゆかりあえ 脂質4.8g

すまし汁、りんご 塩分1.2g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー400kcal

13 鶏⾁のバーベキュー焼き たんぱく質15.6g

27 きゃべつのごまマヨあえ 脂質10.4g

みそ汁、バナナ 塩分1.9g

焼きうどん エネルギー334kcal

14 ちくわ磯辺揚げ たんぱく質17.1g

28 すまし汁 脂質9.1g

ヨーグルト 塩分1.5g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー393kcal

15 鶏⾁の照り焼き たんぱく質15.2g

29 ほうれん草のごま和え 脂質11.7g

みそ汁、バナナ 塩分1.2g
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土

月

火

水

玉葱、キャベツ、人参、⼩松
菜、⻘のり

水

木

⾦

米、押⻨、すりごま、油、砂
糖

ゆでうどん、油、⼩⻨粉 ヨーグルト、ちくわ、豚⾁、
油揚げ、かつお節

米、マヨネーズ、押⻨、砂
糖、ごま

鶏もも⾁、減塩みそ、油
揚げ

木

⾦

土

月

火

米、押⻨、パン粉、油、⼩
⻨粉、砂糖

鶏もも⾁、減塩みそ バナナ、ほうれん草、もやし、
人参、カットわかめ

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ、みりん

米、押⻨、油、砂糖 鮭、減塩みそ、バター キャベツ、りんご、もやし、人
参、しめじ、ねぎ、カットわかめ

かつおだし汁、みりん、減
塩しょうゆ、食塩

バナナ、キャベツ、もやし、人
参、カットわかめ

かつおだし汁、中濃ソー
ス、ケチャップ、減塩しょ
うゆ

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ、食塩

白身魚、減塩みそ、油揚
げ

パイン缶、もやし、キャベツ、
人参、コーン缶、カットわかめ

かつおだし汁、ケチャッ
プ、中濃ソース、食塩、
パセリ粉

米、じゃがいも、押⻨ 豚⾁ 玉葱、バナナ、人参、キャベ
ツ、コーン缶

ハヤシルウ、コンソメ、食
塩、パセリ粉

米、押⻨、砂糖、⽚栗粉 生揚げ、豚ひき⾁、減塩
みそ

キウイフルーツ、かぼちゃ、キャ
ベツ、玉葱、人参、えのき
茸、カットわかめ

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ

米、押⻨、油 ウインナーソーセージ、減
塩みそ

バナナ、玉葱、コーン缶、キャ
ベツ、人参、カットわかめ

かつおだし汁、食塩、カ
レー粉

米、押⻨、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、⻘
のり

かつおだし汁、みりん、減
塩しょうゆ、食塩

米、はるさめ、押⻨、⽚栗
粉、砂糖、ごま油

豚ひき⾁、かにかまぼこ バナナ、コーン缶、きゅうり、玉
葱、人参、ねぎ、カットわか
め、しょうが、にんにく

酢、減塩しょうゆ、食
塩、鶏がら

米、押⻨、油、⽚栗粉、砂
糖

さば、減塩みそ キウイフルーツ、もやし、⼩松
菜、ねぎ、人参、コーン缶、
カットわかめ、しょうが

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ

米、押⻨、ごま、油 豚⾁、しらす⼲し、減塩み
そ

パイン缶、もやし、玉葱、人
参、⼩松菜、カットわかめ、
しょうが

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ

米、砂糖、押⻨、すりごま、
油、ごま油

木綿豆腐、鶏ひき⾁、ちく
わ、減塩みそ

パイン缶、ほうれん草、人
参、ねぎ、カットわかめ、⻘の
り

＜夕食＞

栄養価
材         料        名

曜

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ

日 献⽴


