
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583kcal
1 鶏のから揚げ せんべい たんぱく質22.6ｇ
15 野菜炒め フルーツゼリー 脂質16.9ｇ
29 すまし汁 （みかん缶、パイン缶、 塩分1.4ｇ

バナナ                       砂糖、粉寒天）

カレーライス（⻨⼊り） ⽜乳 エネルギー604kcal
2 コールスローサラダ クラッカーサンド（ジャム） たんぱく質18.2ｇ
16 野菜ジュース （リッツ、ブルーベリージャム） 脂質16.4ｇ
30 フルーツカクテル 塩分2.0ｇ

☆16日　誕生日会　ロールケーキ
ごはん（⻨⼊り） ⽜乳 エネルギー587kcal

3 鮭の塩焼き さつまいもとりんごの蒸しぱん たんぱく質24.8ｇ

17 ブロッコリーとちくわのごまあえ （ホットケーキ粉、⽜乳、りんご、 脂質14.7ｇ

けんちん汁、バナナ 　　　　　　　 さつまいも、砂糖、油） 塩分1.5ｇ

ロールパン ⽜乳 エネルギー554kcal

4 ハンバーグ マカロニきな粉 たんぱく質23.8ｇ

18 ほうれん草とベーコンのソテー （マカロニ、きな粉、砂糖、塩） 脂質19.5ｇ

野菜スープ、梨 塩分1.9ｇ

ケチャップライス ⽜乳 エネルギー591kcal

5 じゃがベーコンのチーズ焼き ホットケーキ たんぱく質16.5ｇ

19 コーンスープ （ホットケーキ粉、⽜乳、 脂質13.8ｇ

パイン缶 　　　　　　　メープルシロップ、油） 塩分1.8ｇ

ごはん（⻨⼊り） ⽜乳 エネルギー583kcal

7 さばの塩焼き シュガートースト たんぱく質22.6ｇ

28 ひじきの煮物 （食パン、マーガリン、グラニュー糖） 脂質20.7ｇ

みそ汁、キウイフルーツ 塩分1.8ｇ

ごはん（⻨⼊り） ⽜乳 エネルギー574kcal

マーボー豆腐 ウエハース たんぱく質19.5ｇ

もやしとわかめのナムル せんべい 脂質18.4ｇ

中華スープ、梨 塩分1.6ｇ

和風醤油パスタ ⽜乳 エネルギー578kcal

9 ⻘のりベイクドじゃが 焼きおにぎり たんぱく質19.9ｇ

23 チキンスープ （米、減塩しょうゆ、かつお節） 脂質16.5ｇ

キウイフルーツ 塩分1.8ｇ

ごはん（⻨⼊り） ⽜乳 エネルギー581kcal

10 ししゃもの唐揚げ ハニートースト たんぱく質22.7ｇ

24 ほうれん草の納豆あえ （食パン、はちみつ、マーガリン） 脂質17.8ｇ

みそ汁、梨 塩分1.6ｇ

野菜ラーメン風 ⽜乳 エネルギー577kcal

11 かぼちゃのミルク煮 ビスケット たんぱく質18.5ｇ

25 バナナ りんごゼリー 脂質12.4ｇ
（りんごジュース、砂糖、粉寒天） 塩分1.7ｇ

豚丼（⻨⼊り） ⽜乳 エネルギー562kcal

12 ほうれん草のごまあえ スイートポテト たんぱく質19.1ｇ

26 豆腐スープ （さつまいも、砂糖、 脂質16.9ｇ

オレンジ 　　　　　　　バター、⽜乳、みりん） 塩分1.2ｇ

ごはん（⻨⼊り） ⽜乳 エネルギー599kcal

豆腐のえび風味焼き トースト（コーンチーズ） たんぱく質21.1ｇ

キャベツのゆかりあえ （食パン、コーン缶 脂質19.2ｇ

みそ汁、キウイフルーツ 　　　　　マヨネーズ、とろけるチーズ） 塩分1.7ｇ

⽜乳、木綿豆腐、豚ひ
き⾁、干しえび、かつお
節、油揚げ、減塩みそ、
とろけるチーズ

玉葱、キャベツ、人参、ご
ぼう、⻘のり、ねぎ、コー
ン缶、キウイフルーツ

中濃ソース、ケ
チャップ、食塩、マ
ヨネーズ

さつまいも、米、押
⻨、油、砂糖、ごま

⽜乳、木綿豆腐、豚
⾁、バター

人参、ねぎ、カットわか
め、玉葱、ほうれん草、オ
レンジ

米、じゃがいも、片
栗粉、押⻨、油、食
パン

かつおだし汁、減
塩しょうゆ、みり
ん、鶏がら、食塩

米、砂糖、押⻨、
油、片栗粉、食パ
ン、はちみつ

⽜乳、挽きわり納豆、減
塩みそ、油揚げ、ししゃ
も、マーガリン、豚ひき⾁

もやし、人参、ほうれん
草、さつまいも、ねぎ、白
菜、⼤根、梨

かつおだし汁、減
塩しょうゆ

じゃがいも、スパゲ
ティ、米、油

⽜乳、鶏もも⾁、ベーコ
ン、しらす干し、バター、
かつお節

生中華めん、砂糖、
ごま油

⽜乳、豚⾁

玉葱、ほうれん草、かぼ
ちゃ、しめじ、人参、にん
にく、⻘のり、キウイフルー
ツ

減塩しょうゆ、コン
ソメ、食塩

米、押⻨、片栗粉、
ごま油、ごま、砂糖、
じゃがいも、はるさめ

⽜乳、木綿豆腐、豚ひ
き⾁、減塩みそ

もやし、ほうれん草、ね
ぎ、人参、カットわかめ、
しょうが、焼きのり、梨

かぼちゃ、小松菜、キャベ
ツ、もやし、玉葱、人参、
粉寒天、りんごジュース、
バナナ

減塩しょうゆ、鶏
がら、食塩

減塩しょうゆ、鶏
がら、食塩、かつ
おだし汁

じゃがいも、米、ホッ
トケーキ粉、メープル
シロップ、油

⽜乳、鶏もも⾁、ベーコ
ン、とろけるチーズ

玉葱、クリームコーン缶、
人参、コーン缶、ピーマ
ン、パセリ、パイン缶

ケチャップ、食塩、
コンソメ

ロールパン、じゃがい
も、マカロニ、片栗
粉、油、砂糖

米、食パン、押⻨、
グラニュー糖、砂糖、
ごま油

⽜乳、さば、木綿豆腐、
マーガリン、減塩みそ、油
揚げ

人参、ねぎ、さやえんど
う、ひじき、カットわかめ、
キウイフルーツ

かつおだし汁、減
塩しょうゆ、食塩

⽜乳、豚ひき⾁、鶏もも
⾁、きな粉、ベーコン

玉葱、ほうれん草、コーン
缶、キャベツ、人参、梨

ケチャップ、中濃
ソース、食塩、コ
ンソメ

米、ホットケーキ粉、
さつまいも、押⻨、
油、ごま、砂糖、ごま
油

⽜乳、鮭、木綿豆腐、ち
くわ、油揚げ

⼤根、人参、ブロッコ
リー、ねぎ、ごぼう、りん
ご、バナナ

かつおだし汁、減
塩しょうゆ、食塩

⽜乳、鶏もも⾁、木綿
豆腐、ベーコン、油揚げ

⼤根、人参、コーン缶、
キャベツ、みかん缶、パイ
ン缶、玉葱、ねぎ、粉寒
天、しょうが、にんにく、バ
ナナ

かつおだし汁、減
塩しょうゆ、食塩

栄養価

米、じゃがいも、押
⻨、油、砂糖

⽜乳、豚⾁、ハム 玉葱、人参、ブルーベ
リージャム、キャベツ、きゅ
うり、みかん缶、パイン
缶、もも缶

カレールウ、食
塩、酢、マヨネー
ズ

材         料        名
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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。

日 献⽴ 3時おやつ曜

火

米、砂糖、押⻨、
油、片栗粉

水

木

⾦

土

月

火

14

水

木

⾦

土

月



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346kcal
1 ⾁豆腐 たんぱく質13.4ｇ
15 もやしのゆかりあえ 脂質7.8ｇ
29 みそ汁 塩分1.1g

キウイフルーツ
ごはん（⻨⼊り） エネルギー376kcal

2 さばの⻯⽥揚げ たんぱく質13.7ｇ
16 小松菜のあえ物 脂質11.6ｇ
30 みそ汁、梨 塩分1.0ｇ

ごはん（⻨⼊り） エネルギー383kcal

3 豚⾁の香味焼き たんぱく質13.9ｇ

17 きゅうりの酢の物 脂質11.4ｇ

みそ汁、パイン缶 塩分1.3ｇ

中華丼(⻨⼊り） エネルギー375kcal

4 はるさめサラダ たんぱく質12.3ｇ

18 豆腐スープ 脂質8.1ｇ

バナナ 塩分1.4ｇ

さけとひじきの混ぜごはん（⻨⼊り） エネルギー350kcal

5 さつま芋のレモン煮 たんぱく質14.6ｇ

19 豆腐旨煮椀 脂質3.0ｇ

キウイフルーツ 塩分0.8ｇ

ごはん（⻨⼊り） エネルギー393kcal

7 鶏⾁の照り焼き たんぱく質14.8ｇ

28 ほうれん草のごまあえ 脂質11.7g

みそ汁、バナナ 塩分1.1g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー380kcal

ウインナーソテー たんぱく質12.4ｇ

野菜のカレー風味炒め 脂質10.3ｇ

みそ汁、ヨーグルト 塩分1.5ｇ

ごはん（⻨⼊り） エネルギー366kcal

9 ミートローフ たんぱく質11.4ｇ

23 ほうれん草とコーンのソテー 脂質7.4ｇ

野菜スープ、バナナ 塩分1.3ｇ

ごはん（⻨⼊り） エネルギー405kcal

10 厚揚げカレー たんぱく質13.9ｇ

24 コールスローサラダ 脂質13.6ｇ

もやしスープ、パイン缶 塩分1.5ｇ

鶏そぼろごはん（⻨⼊り） エネルギー420kcal

11 もやしのカレーサラダ たんぱく質14.5ｇ

25 中華スープ 脂質8.2ｇ

ヨーグルト 塩分1.2ｇ

ごはん（⻨⼊り） エネルギー340kcal

12 鶏⾁のみそ焼き たんぱく質16.7ｇ

26 きんぴらごぼう 脂質5.5ｇ

すまし汁、キウイフルーツ 塩分1.2ｇ

豚丼 米、押⻨、砂糖 エネルギー353kcal

小松菜のおかかあえ たんぱく質13.1ｇ

豆腐スープ 脂質7.8ｇ

バナナ 塩分1.1g
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材         料        名

曜

火

水

木

かつおだし汁、減塩
しょうゆ、酢

米、押⻨、砂糖 木綿豆腐、豚⾁、減
塩みそ、油揚げ

もやし、玉葱、ねぎ、人
参、カットわかめ、キウイ
フルーツ

土

月

米、押⻨、油、ごま、砂
糖

豚⾁、しらす干し、減
塩みそ

きゅうり、もやし、人参、
玉葱、カットわかめ、にん
にく、パイン缶

米、はるさめ、押⻨、ご
ま油、片栗粉、砂糖、
ごま

木綿豆腐、豚⾁、かに
かまぼこ

白菜、きゅうり、ねぎ、人
参、椎茸、カットわかめ、
しょうが、にんにく、バナナ

米、押⻨、油、片栗
粉、砂糖

さば、減塩みそ もやし、小松菜、ねぎ、
人参、コーン缶、カットわ
かめ、しょうが、梨

かつおだし汁、減塩
しょうゆ

かつおだし汁、減塩
しょうゆ、みりん

日 献⽴

減塩しょうゆ、酢、
食塩、鶏がら

米、さつまいも、押⻨、
砂糖、片栗粉、ごま油

絹ごし豆腐、さけ、鶏さ
さ身

キャベツ、人参、ねぎ、
椎茸、レモン果汁、ひじ
き、キウイフルーツ

食塩、鶏がら

米、押⻨、すりごま、
油、砂糖、片栗粉

鶏もも⾁、減塩みそ ほうれん草、もやし、人
参、カットわかめ、バナナ

かつおだし汁、減塩
しょうゆ、みりん

米、押⻨、油 ウインナーソーセージ、
減塩みそ、ヨーグルト

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、片栗粉、押⻨、油 木綿豆腐、豚ひき⾁ ほうれん草、玉葱、キャ
ベツ、コーン缶、人参、
ひじき、カットわかめ、バ
ナナ

ケチャップ、中濃ソー
ス、食塩、コンソメ

米、じゃがいも、押⻨、
砂糖、油、ごま

鶏ひき⾁、ハム、ヨーグ
ルト

米、押⻨、小⻨粉、マヨ
ネーズ、砂糖

生揚げ、豚ひき⾁、ハ
ム、バター

玉葱、キャベツ、もやし、
人参、にんにく、しょう
が、パイン缶

ケチャップ、減塩しょ
うゆ、コンソメ、食
塩、カレー粉

もやし、キャベツ、玉葱、
人参、きゅうり、カットわ
かめ

酢、減塩しょうゆ、
食塩、鶏がら、カ
レー粉

木綿豆腐、豚⾁、かに
かまぼこ、かつお節

小松菜、玉葱、人参、
ねぎ、カットわかめ、バナ
ナ

米、押⻨、砂糖、ごま、
ごま油

鶏もも⾁、木綿豆腐、
減塩みそ

人参、ごぼう、ねぎ、カッ
トわかめ、キウイフルーツ

かつおだし汁、減塩
しょうゆ、みりん、食
塩

かつおだし汁、減塩
しょうゆ、みりん、鶏
がら、食塩


