
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

さつまいもごはん 麦茶 エネルギー534kcal

1 ししゃもの唐揚 ヨーグルト たんぱく質20.9g

15 納豆あえ ビスケット 脂質13.6g

豚汁、パイン缶 塩分1.5g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー570kcal

2 中華風チキン 焼きそば たんぱく質25.5g

16 もやしと油あげの中華和え (焼きそば麺、豚ひき、 脂質17.1g

30 中華スープ 人参、キャベツ、もやし、 塩分1.8g

バナナ 中濃ソース、油）

ツナコーンドリア 牛乳 エネルギー586kcal

4 ブロッコリーのチキンサラダ マカロニきな粉 たんぱく質23.1g

18 野菜スープ (マカロニ、砂糖、 脂質16.7g

バナナ きな粉、食塩） 塩分1.7g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー571kcal

5 ハンバーグ チーズトースト たんぱく質22.4g

19 ほうれん草ソテー （食パン、砂糖、 脂質19.9g

コーンスープ、りんご とろけるチーズ） 塩分1.9g

ごはん（麦入り） 牛乳・みかん蒸しパン エネルギー586kcal

6 揚げ豆腐のごまみそあん （ホットケーキ粉、砂糖、 たんぱく質18.9g

ひじきとさつまいもの煮物 牛乳、みかん缶、油） 脂質18.4g

すまし汁 ☆20日　誕生日会 塩分1.4g

柿 ※ホットケーキ・ジョア

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー553kcal

7 焼きさばのカレーあんかけ ジャムサンドパン たんぱく質22.0g

21 きゃべつのごま酢あえ （ロールパン、 脂質15.7g

みそ汁、パイン缶 ブルーベリージャム） 塩分2.1g

けんちんうどん 牛乳 エネルギー534kcal

納豆とじゃこのかきあげ ココアホットケーキ たんぱく質23.3g

バナナ （ホットケーキ粉、ココア、 脂質17.2g

牛乳、メープルシロップ、油） 塩分2.0g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー547kcal

9 鶏つくねのあんかけ お米ぽん棒 たんぱく質21.7g

23 ブロッコリーのおかか和え ビスケット 脂質15.5g

みそ汁、りんご 塩分1.5g

マーボー豆腐丼（麦入り） 牛乳 エネルギー572kcal

11 ナムル ひと口ドーナツ たんぱく質20.6g

25 わかめスープ （ホットケーキ粉、砂糖、 脂質18.0g

バナナ パイン缶、絹ごし豆腐、油） 塩分1.8g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー569kcal

12 すき焼き風煮物 みそ焼きおにぎり たんぱく質21.9g

26 きゅうりの酢の物 （米、減塩みそ、砂糖、 脂質15.8g

みそ汁、柿 みりん、ごま、ごま油） 塩分1.7g

ロールパン 牛乳 エネルギー552kcal

13 鮭のムニエル アップルポテト たんぱく質24.0g

27 マカロニサラダ （さつまいも、砂糖、 脂質19.3g

野菜コーンスープ、ヨーグルト りんご、バター） 塩分1.9g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー547kcal

14 鶏肉のバーベキューソース ビスケット たんぱく質22.7g

28 じゃが芋きんぴら カルピスゼリー 脂質12.7g

かぶのスープ、キウイフルーツ （カルピス、粉寒天） 塩分1.8g

☆ハロウィンメニュー 牛乳 エネルギー584kcal

おばけカレー スイートパンプキン たんぱく質18.5g

フレンチサラダ （さつまいも、かぼちゃ、 脂質16.3g

オニオンスープ 砂糖、バター） 塩分2.0g

フルーツヨーグルト

☆仕入れの都合により、献立が変更となる場合がございます
☆栄養価は目安となります

※印はアレルギー対応食です
☆20日（水)　誕生日会のおやつはロールケーキ・ジョアです

29 金

米、さつまいも、押麦、

油、砂糖

牛乳、ヨーグルト(加

糖)、豚肉、ツナ水煮

缶、バター

玉葱、かぼちゃ、キャベ

ツ、バナナ、パイン缶、もも

缶、みかん缶、人参、きゅ

うり、コーン缶、にんにく、

干しぶどう

カレールウ、コンソメ、

酢、食塩、パセリ

粉、ケチャップ

水

マヨネーズ（卵不使

用）、さつまいも、じゃ

がいも、マカロニ、小麦

粉、油、砂糖、ロールパ

ン（卵不使用）

ハム（卵不使用）、牛

乳、ヨーグルト(加糖)、

鮭、バター

りんご、玉葱、クリームコー

ン缶、人参、きゅうり、コー

ン缶

酢、コンソメ、食塩

木

米、じゃがいも、押麦、

砂糖、ごま油

ハム（卵不使用）牛

乳、鶏もも肉、カルピス、

ベーコン（卵不使用）

かぶ、かぶの葉、キウイフ

ルーツ、人参、みかん缶、

ピーマン、粉寒天

ケチャップ、中濃ソー

ス、減塩しょうゆ、み

りん、コンソメ、食塩

月

米、ホットケーキ粉、押

麦、片栗粉、油、ごま、

砂糖、ごま油

牛乳、木綿豆腐、豚ひ

き肉、絹ごし豆腐、減塩

みそ

バナナ、もやし、ほうれん

草、パイン缶、ねぎ、コー

ン缶、人参、カットわか

め、しょうが

減塩しょうゆ、鶏が

ら、食塩

火

米、押麦、しらたき、砂

糖、ごま、ごま油

牛乳、豚肉、焼き豆

腐、しらす干し、減塩み

そ、油揚げ

柿、きゅうり、もやし、白

菜、玉葱、人参、えのき

茸、ねぎ、カットわかめ

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、酢、みりん、

みりん

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、みりん、食

塩

★22日（金）　ピクニックの為、お弁当持参　　★おやつ　牛乳、ココアホットケーキ

土

米、押麦、片栗粉、砂

糖、油

牛乳、鶏ひき肉、木綿

豆腐、ちくわ（卵不使

用）、減塩みそ、油揚

げ、かつお節

りんご、きゅうり、もやし、ブ

ロッコリー、玉葱、人参、

ひじき

かつおだし汁、みり

ん、減塩しょうゆ、食

塩

木

米、じゃがいも、押麦、

ごま、片栗粉、砂糖、

油、ロールパン（卵不

使用）

牛乳、さば、きな粉、減

塩みそ、油揚げ

パイン缶、玉葱、人参、

キャベツ、チンゲン菜、きゅ

うり、コーン缶、ブルーベ

リージャム

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、酢、みりん、

食塩、カレー粉

8 金

ゆでうどん、ホットケーキ

粉、小麦粉、油、メープ

ルシロップ

牛乳、納豆、豚肉、しら

す干し

バナナ、人参、玉葱、大

根、ほうれん草、ねぎ、青

のり

水

米、さつまいも、ホット

ケーキ粉、片栗粉、押

麦、油、砂糖、すりごま

牛乳、木綿豆腐、鶏ひ

き肉、減塩みそ

柿、白菜、人参、みかん

缶、えのき茸、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
20

月

米、じゃがいも、小麦

粉、油、マカロニ、砂糖

牛乳、ツナ水煮缶、鶏さ

さ身、とろけるチーズ、バ

ター、きな粉

バナナ、玉葱、人参、、ブ

ロッコリー、小松菜、ピーマ

ン、コーン缶

ケチャップ、コンソメ、

酢、食塩、パセリ粉

火

米、食パン（卵不使

用）、じゃがいも、押

麦、片栗粉、油、砂糖

ベーコン（卵不使

用）、牛乳、豚ひき肉、

とろけるチーズ、バター

玉葱、りんご、ほうれん

草、人参、コーン缶、ク

リームコーン缶

ケチャップ、中濃ソー

ス、食塩

金

米、さつまいも、油、片

栗粉、ごま油、黒ごま

ヨーグルト(加糖)、ししゃ

も、豚肉、挽きわり納

豆、減塩みそ

パイン缶、もやし、大根、

人参、ほうれん草、ねぎ、

ごぼう

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、食塩

土

焼きそば麺（卵不使

用）、米、押麦、油、

砂糖、ごま、ごま油

牛乳、鶏もも肉、木綿

豆腐、豚ひき肉、油揚げ

バナナ、人参、もやし、小

松菜、きゅうり、キャベツ、

玉葱、えのき茸、カットわ

かめ、にんにく、しょうが

中濃ソース、減塩

しょうゆ、酢、みりん、

鶏がら、食塩
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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（麦入り） エネルギー348kcal

1 鶏肉の照り焼き たんぱく質14.2g

15 ほうれん草のごま和え 脂質11.5g

すまし汁、りんご 塩分1.1g

ごはん（麦入り） エネルギー346kcal

2 かじきのきのこがけ たんぱく質15.5g

16 きゅうりのゆかりあえ 脂質7.8g

30 みそ汁 塩分1.1g

パイン缶

ごはん（麦入り） エネルギー346kcal

4 凍り豆腐とひき肉の煮物 たんぱく質15.5g

18 白菜の昆布和え 脂質7.8g

すまし汁、パイン缶 塩分1.5g

ごはん（麦入り） エネルギー344kcal

5 鮭の西京焼き たんぱく質17.2g

19 小松菜の煮浸し 脂質5.3g

みそ汁、バナナ 塩分1.5g

ケチャップライス エネルギー390kcal

6 ポテトサラダ たんぱく質13.8g

20 マカロニスープ 脂質10.0g

ヨーグルト 塩分1.2g

ごはん（麦入り） エネルギー389kcal

7 マーボーなす たんぱく質12.9g

21 焼きかぼちゃ 脂質10.9g

わかめスープ、柿 塩分1.0g

ハヤシライス（麦入り） エネルギー378kcal

8 きゅうりとささみのごまサラダ たんぱく質14.1g

22 野菜スープ 脂質8.8g

キウイフルーツ 塩分2.0g

ごはん（麦入り） エネルギー394kcal

9 厚揚げの中華炒め たんぱく質13.6g

23 きゅうりの酢の物 脂質10.5g

中華スープ、バナナ 塩分1.5g

ごはん（麦入り） エネルギー353kcal

11 ししゃものごま焼き たんぱく質16.2g

25 野菜の海苔和え 脂質7.8g

みそ汁、ヨーグルト 塩分1.2g

ゆかりごはん（麦入り） エネルギー385kcal

12 炒り豆腐 たんぱく質10.5g

26 磯辺さつまいも 脂質8.4g

みそ汁、りんご 塩分1.3g

きつねうどん エネルギー371kcal

13 鶏ささみの野菜巻きフライ たんぱく質20.0g

27 バナナ 脂質12.3g

塩分1.7g

ごはん（麦入り） エネルギー372kcal

14 豆腐ハンバーグ たんぱく質16.0g

28 ほうれん草とコーンのソテー 脂質9.5g

野菜スープ、ヨーグルト 塩分0.9g

ごはん（麦入り） エネルギー375kcal

豚肉のしょうが焼き たんぱく質14.2g

ブロッコリーとちくわのサラダ 脂質10.8g

みそ汁、バナナ 塩分1.2g

米、押麦、砂糖、片栗粉 木綿豆腐、鶏ひき肉、凍り

豆腐

パイン缶、白菜、小松菜、人

参、ねぎ、塩昆布、干し椎茸、

カットわかめ

かつおだし汁、減塩しょ

うゆ、みりん、食塩

米、押麦、油 豚肉、ちくわ（卵不使

用）、減塩

バナナ、玉葱、ブロッコリー、もや

し、人参、レモン果汁、しょう

が、カットわかめ

かつおだし汁、減塩しょ

うゆ、みりん、食塩

米、押麦、砂糖 鮭、減塩みそ、油揚げ

米、押麦、片栗粉、油 かじき、木綿豆腐、減塩み

そ、油揚げ

パイン缶、きゅうり、玉葱、小松

菜、えのき茸、人参、椎茸、さ

やえんどう

かつおだし汁、減塩しょ

うゆ、食塩

日 献立

かつおだし汁、減塩しょ

うゆ、みりん、食塩

米、押麦、すりごま、油、焼

ふ、砂糖、片栗粉

鶏もも肉 りんご、ほうれん草、人参、えの

き茸、ねぎ

バナナ、小松菜、もやし、人

参、カットわかめ

かつおだし汁、みりん、

減塩しょうゆ

米、じゃがいも、マカロニ、油、

マヨネーズ（卵不使用）

ベーコン（卵不使用）、鶏

もも、ハム（卵不使用）、

ヨーグルト（加糖）

玉葱、きゅうり、キャベツ、人

参、コーン缶、ピーマン

ケチャップ、コンソメ、食

塩

米、押麦、油、砂糖、片栗粉 木綿豆腐、豚ひき肉、減塩

みそ

柿、なす、かぼちゃ、もやし、ね

ぎ、人参、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

米、じゃがいも、押麦、すりご

ま、油、砂糖

豚肉、鶏ささみ 玉葱、キウイフルーツ、きゅうり、

人参、キャベツ、マッシュルーム、

コーン缶

ハヤシルウ、減塩しょう

ゆ、コンソメ、酢、食塩

バナナ、人参、ねぎ、いんげん かつおだし汁、減塩しょ

うゆ、みりん、中濃ソース

米、じゃがいも、押麦、片栗

粉、ごま油、砂糖

生揚げ、豚ひき肉 バナナ、きゅうり、玉葱、人参、

みかん缶、ねぎ、にら、しめじ、

カットわかめ

減塩しょうゆ、酢、鶏が

ら、食塩

米、ごま、押麦、油 ヨーグルト(加糖)、ししゃも、

減塩みそ

かぼちゃ、ほうれん草、キャベツ、

ねぎ、人参、えのき茸、焼き海

苔、カットわかめ

かつおだし汁、減塩しょ

うゆ

米、さつまいも、小麦粉、押

麦、油、片栗粉、砂糖、ごま

ちくわ（卵不使用）、減塩

みそ、木綿豆腐

りんご、玉葱、人参、えのき茸、

ねぎ、さやえんどう、切り干し大

根、ひじき、干し椎茸、青のり、

ゆかり

かつおだし汁、減塩しょ

うゆ、みりん

米、押麦、油、片栗粉、砂糖 ヨーグルト(加糖)、木綿豆

腐、鶏ひき肉

キャベツ、ほうれん草、玉葱、

コーン缶、人参、しめじ、えのき

茸

ケチャップ、中濃ソース、

コンソメ、食塩

パン粉（卵不使用）、小麦

粉、砂糖、ゆでうどん、油

鶏ささみ、油揚げ、チーズ

火

水

曜

金

土

月

火

水

木

金29

＜夕食＞
材         料        名

栄養価

木

金

土

月


