
ミルキーホーム本八幡みなみ園

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
節分メニュー 牛乳 エネルギー588kcal

恵方巻き ⼩⿂・⻤かすてら たんぱく質20.7g

けんちん汁 （カステラ、いちご、 脂質16.0g

フルーツカクテル ホイップクリーム） 塩分1.2g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー590kcal

2 さばの焼きおろし煮 チーズ蒸しパン たんぱく質23.2g

16 もやしのごま和え （ホットケーキ粉、 脂質18.6g

みそ汁、りんご チーズ、牛乳、油） 塩分1.7g

カレードッグ 牛乳・おにぎり（鮭） エネルギー581kcal
3 クリームシチュー （米、鮭フレーク、 たんぱく質22.9g

バナナ ごま、焼きのり） 脂質17.0g
☆17日　誕生日会 塩分2.4g

ロールケーキ・ジョア
ごはん（⻨⼊り） 牛乳、せんべい エネルギー586kcal

4 鶏のから揚げ オレンジゼリー たんぱく質22.2g

18 マカロニサラダ （オレンジジュース、 脂質17.7g

みそ汁、キウイフルーツ 砂糖、粉寒天） 塩分1.5g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー576kcal

5 鮭のみそ照り焼き スイートポテトパン たんぱく質23.0g

19 昆布の煮物 （コッペパン、バター、 脂質14.4g

豚汁、みかん さつまいも、はちみつ） 塩分1.8g

チャーハン 牛乳 エネルギー569kcal

6 はるさめサラダ りんごケーキ たんぱく質15.6g

20 豆腐スープ （ホットケーキ粉、牛乳、 脂質16.8g

バナナ りんご、油、粉砂糖） 塩分1.5g

ハヤシライス（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー595kcal

8 フレンチサラダ ツナマヨサンドパン たんぱく質21.5g

22 ヨーグルト （コッペパン、ツナ缶、 脂質16.4g

野菜ジュース マヨネーズ） 塩分2.2g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー595kcal

9 火 チャプチェ クラッカージャムサンド たんぱく質18.5g

25 木 焼きかぼちゃ （クラッカー、 脂質17.0g

豆腐スープ、りんご ブルーベリージャム） 塩分1.3ｇ

ナポリタン 牛乳、フルーツゼリー エネルギー591kcal

10 ブロッコリーのガーリックソテー （アセロラジュース、砂糖、 たんぱく質19.0g

24 ポテトスープ もも缶、みかん缶、 脂質16.2g

みかん パイン缶、粉寒天） 塩分2.4g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー563kcal

12 かじきの⻯⽥揚げ ビスケット たんぱく質21.6g

26 白菜の昆布和え キャンディーチーズ 脂質16.4g

五目みそ汁、バナナ 塩分1.8g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー589kcal

13 ハンバーグ マカロニきな粉 たんぱく質20.9g

27 ほうれん草とコーンのソテー （マカロニ、きな粉、 脂質17.1g

野菜スープ、りんご 砂糖、食塩） 塩分1.6g

ごはん（⻨⼊り） 牛乳 エネルギー573kcal

厚揚げのケチャップ煮 せんべい たんぱく質18.7g

ベイクド⾥芋 ウエハース 脂質19.3g

わかめスープ、キウイフルーツ 塩分1.5g
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米、ホットケーキ粉、は
るさめ、油、砂糖、ごま
油、粉砂糖

スパゲティ、じゃがい
も、砂糖、油

1

水

⾦

木

米、はるさめ、押⻨、
砂糖、ごま、油、ごま
油

3時おやつ曜

米、砂糖 牛乳、木綿豆腐、鶏もも
⾁、ホイップクリーム、ウイ
ンナー、かにかまぼこ、⼩
⿂、油揚げ

みかん缶、パイン缶、もも缶、
大根、人参、きゅうり、いちご、
ごぼう、ねぎ、焼きのり、干し椎
茸

かつおだし汁、酢、
減塩しょうゆ、食塩

月

材         料        名
栄養価

米、押⻨、ホットケー
キ粉、ごま、油、砂糖

牛乳、さば、チーズ、減塩
みそ、油揚げ

もやし、りんご、大根、かぼ
ちゃ、人参、万能ねぎ、カットわ
かめ

かつおだし汁、かつ
お・昆布だし汁、減
塩しょうゆ、食塩

牛乳、鶏もも⾁、ハム、減
塩みそ

オレンジジュース、キウイフルー
ツ、白菜、人参、きゅうり、コー
ン缶、粉寒天、しょうが、カット
わかめ、にんにく

かつおだし汁、減
塩しょうゆ、酢、食
塩

米、じゃがいも、コッペ
パン、⼩⻨粉、ごま、
油

牛乳、鶏もも⾁、豚ひき
⾁、鮭フレーク

バナナ、玉葱、人参、りんご、
ピーマン、コーン缶、焼きのり

ケチャップ、ウスター
ソース、カレー粉、
食塩

米、さつまいも、コッペ
パン、押⻨、はちみ
つ、砂糖、ごま油、油

牛乳、鮭、豚⾁、減塩み
そ、ちくわ、バター

みかん、かぼちゃ、大根、人
参、ねぎ、ごぼう、刻み昆布、
しょうが

かつおだし汁、減
塩しょうゆ、みりん

米、マカロニ、マヨネー
ズ、押⻨、油、⽚栗
粉、砂糖

バナナ、きゅうり、りんご、玉葱、
人参、えのき茸、ピーマン、ね
ぎ、カットわかめ、⻘のり

酢、減塩しょうゆ、
食塩、鶏がら

牛乳、木綿豆腐、豚⾁ かぼちゃ、りんご、玉葱、ほうれ
ん草、ブルーベリージャム、人
参、ねぎ、カットわかめ、にんに
く、しょうが

減塩しょうゆ、鶏が
ら、食塩

米、コッペパン、じゃが
いも、押⻨、マヨネー
ズ、油、砂糖

牛乳、ヨーグルト、豚⾁、
ツナ缶

野菜ジュース、玉葱、人参、
キャベツ、きゅうり、コーン缶

ハヤシルウ、酢、食
塩

牛乳、木綿豆腐、豚ひき
⾁、かにかまぼこ

☆1日（月）食育で恵方巻きを作ります

火
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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

17

牛乳、生揚げ、豚⾁

米、⾥芋、押⻨、⽚
栗粉、油

牛乳、かじき、チーズ、減
塩みそ、油揚げ

バナナ、白菜、大根、人参、ね
ぎ、ごぼう、塩昆布、しょうが

かつおだし汁、減
塩しょうゆ

キウイフルーツ、玉葱、もやし、
人参、コーン缶、ねぎ、カットわ
かめ

ケチャップ、中濃
ソース、鶏がら、食
塩

米、じゃがいも、マカロ
ニ、砂糖、⽚栗粉、押
⻨、油

米、⾥芋、押⻨、油、
⽚栗粉

アセロラジュース、みかん、玉
葱、ブロッコリー、クリームコーン
缶、トマト缶、みかん缶、ピーマ
ン、人参、コーン缶、パイン缶、
もも缶、粉寒天、にんにく

ケチャップ、食塩、
コンソメ、パセリ粉

牛乳、ウインナー

牛乳、豚ひき⾁、きな粉、
ベーコン

玉葱、りんご、ほうれん草、コー
ン缶、人参

ケチャップ、中濃
ソース、コンソメ、食
塩



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
わかめ御飯（⻨⼊り） エネルギー426kcal

鶏だんご鍋 たんぱく質14.5g

磯辺さつまいも 脂質10.1g

りんご 塩分1.1g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー381kcal

2 ウインナーソテー たんぱく質9.2g

16 野菜のカレー風味炒め 脂質10.9g

みそ汁、バナナ 塩分1.4g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー391kcal

3 厚揚げのそぼろ煮 たんぱく質14.7g

17 もやしのゆかりあえ 脂質11.2g

みそ汁、パイン缶 塩分1.0g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー352kcal

4 さばのみそ煮 たんぱく質15.3g

18 白菜のりあえ 脂質9.0g

すまし汁、りんご 塩分1.3g

カレーライス（⻨⼊り） エネルギー425kcal

5 キャベツとツナのサラダ たんぱく質15.5g

19 豆腐スープ 脂質10.1g

ヨーグルト 塩分2.1g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー362kcal

6 ⾁豆腐 たんぱく質14.5g

20 キャベツの昆布あえ 脂質7.8g

みそ汁、キウイフルーツ 塩分1.5g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー367kcal

8 ししゃもの唐揚 たんぱく質13.3g

22 ⼩松菜とコーンのごま和え 脂質9.3g

すまし汁、パイン缶 塩分1.1g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー389kcal

9 火 ベジタブルハンバーグ たんぱく質13.4g

25 木 キャベツのマヨネーズ和え 脂質11.1g

野菜スープ、キウイフルーツ 塩分1.4g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー380kcal

10 納豆ボール たんぱく質15.0g

24 ほうれん草のごま和え 脂質10.4g

みそ汁、りんご 塩分1.0g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー383kcal

12 ポークビーンズ たんぱく質12.4g

26 ブロッコリーとコーンソテー 脂質7.8g

オニオンスープ、りんご 塩分1.5g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー355kcal

13 白身⿂のホイル焼き たんぱく質15.2g

27 切干し大根の旨煮 脂質4.6g

みそ汁、バナナ 塩分1.3g

ごはん（⻨⼊り） エネルギー374kcal

鶏⾁のマスタード焼き たんぱく質17.4g

じゃが芋炒め 脂質6.8g

野菜スープ、ヨーグルト 塩分1.4g
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材         料        名
栄養価曜

月

食塩、鶏がら

日 献⽴

米、さつまいも、⼩⻨粉、押
⻨、油、⽚栗粉

鶏ひき⾁、木綿豆腐 キャベツ、りんご、えのき茸、ね
ぎ、人参、玉葱、⻘のり、しょ
うが

土

月

1

米、押⻨、油 ウインナー、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

米、じゃがいも、押⻨、油、
砂糖

ヨーグルト、木綿豆腐、豚
⾁、ツナ缶

玉葱、キャベツ、人参、ねぎ、
コーン缶、カットわかめ

かつおだし汁、食塩、カ
レー粉

米、押⻨、⽚栗粉、砂糖、
油

生揚げ、豚ひき⾁、減塩み
そ

パイン缶、もやし、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、砂糖 さば、木綿豆腐、減塩みそ 白菜、りんご、人参、ねぎ、
焼きのり、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

カレールウ、酢、鶏がら、食
塩

米、押⻨、砂糖 木綿豆腐、豚ひき⾁、減塩
みそ

キウイフルーツ、キャベツ、玉
葱、ねぎ、人参、大根、えの
き茸、塩昆布

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ、みりん

米、押⻨、油、⽚栗粉、ご
ま、砂糖

ししゃも、木綿豆腐 パイン缶、⼩松菜、人参、
コーン缶、カットわかめ

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ、食塩

米、押⻨、マヨネーズ、砂
糖、ごま、油

豚ひき⾁、ちくわ キャベツ、キウイフルーツ、玉
葱、人参、ミックスベジタブル

ケチャップ、中濃ソース、食
塩、コンソメ、減塩しょうゆ

米、じゃがいも、押⻨、油、
砂糖

豚⾁、蒸し大豆

米、⽚栗粉、押⻨、ごま 豚ひき⾁、挽きわり納豆、減
塩みそ

りんご、もやし、ほうれん草、
大根、ねぎ、玉葱、人参、
カットわかめ

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ、食塩

玉葱、りんご、ブロッコリー、ト
マト缶、人参、コーン缶、にん
にく

ケチャップ、コンソメ、食
塩、パセリ粉

米、じゃがいも、押⻨、油 ヨーグルト、鶏もも⾁、ベーコ
ン

キャベツ、人参、玉葱、ピーマ
ン

中濃ソース、粒⼊りマス
タード、食塩、コンソメ

米、押⻨、油、砂糖 たら、油揚げ、減塩みそ バナナ、キャベツ、玉葱、人
参、えのき茸、切り干し大
根、赤ピーマン、レモン果汁、
カットわかめ

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ、みりん、食塩


