
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

ハヤシライス 牛乳 エネルギー583kcal

1 フレンチサラダ せんべい たんぱく質19.7g

15 オニオンスープ ビスケット 脂質15.2g

29 ヨーグルト 塩分2.4g

ゆかり御飯（麦入り） 牛乳 エネルギー572kcal

6 鶏のから揚げ クラッカーサンド たんぱく質22.0g

20 野菜炒め （リッツ、ブルーベリージャム） 脂質16.3g

みそ汁、グレープフルーツ 塩分1.9ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー598kcal

7 さばの塩焼き スイートポテト たんぱく質21.5g

21 切干し大根の旨煮 （さつまいも、砂糖、 脂質17.0g

豚汁、バナナ バター、牛乳） 塩分1.2g

和風醤油パスタ 牛乳 エネルギー578kcal

8 青のりベイクドじゃが 焼きおにぎり たんぱく質20.3g

22 チキンスープ （米、減塩しょうゆ、 脂質16.5g

キウイフルーツ かつお節） 塩分1.8g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー584kcal

10 マーボー豆腐 ごまトースト たんぱく質21.1g

24 ほうれん草のナムル （食パン、バター、 脂質18.2g

わかめスープ、バナナ グラニュー糖、ごま） 塩分1.9g

ウインナーピラフ 牛乳 エネルギー584kcal

11 じゃが芋のチーズ焼き さけおにぎり たんぱく質19.8g

25 ゆでブロッコリー （米、さけフレーク） 脂質13.8g

チキンスープ、オレンジ 塩分1.8g

けんちんうどん 牛乳 エネルギー589kcal

12 大学かぼちゃ みかん蒸しパン たんぱく質21.1g

26 バナナ （ホットケーキ粉、砂糖、 脂質16.3g

牛乳、みかん缶、油） 塩分1.7g

ごはん（麦入り） 牛乳、マカロニのトマト煮 エネルギー547kcal

13 魚のみそマヨネーズ焼き （マカロニ、豚ひき肉、 たんぱく質23.6g

27 きんぴらごぼう 玉葱、トマト缶、コンソメ、 脂質16.6g

すまし汁、キウイフルーツ パセリ粉、食塩、油） 塩分1.8g

ロールパン 牛乳 エネルギー548kcal

14 ナゲット わかめおにぎり たんぱく質20.2g

28 ほうれん草とベーコンのソテー （米、炊き込みわかめ） 脂質16.4g

ミネストローネ、バナナ 塩分2.0g

ドライカレーライス（麦入り） 牛乳 エネルギー588kcal

17 パイナップルサラダ せんべい たんぱく質18.7g

31 野菜スープ カルピスゼリー 脂質15.6g

バナナ （カルピス、水、粉寒天） 塩分1.8g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー539kcal

豚肉とニラのスタミナ炒め チーズ蒸しパン たんぱく質20.7g

もやしのゆかりあえ （ホットケーキ粉、牛乳、 脂質15.6g

わかめスープ、オレンジ チーズ、油） 塩分2.0g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー542kcal

厚揚げのそぼろあん ロールケーキ たんぱく質22.4g

ほうれん草の磯あえ ジョア 脂質12.9g

みそ汁、りんご ※ココアホットケーキ、ジョア 塩分1.3g

日 献立 3時おやつ

米、じゃがいも、油、

砂糖

牛乳、ヨーグルト、豚肉 玉葱、人参、キャベツ、マッ

シュルーム、きゅうり、コーン

缶

ハヤシルウ、コンソ

メ、酢、食塩

材         料        名
曜

米、じゃがいも、押

麦、油、片栗粉、ごま

牛乳、鶏もも肉、ベーコ

ン、減塩みそ

グレープフルーツ、コーン

缶、キャベツ、人参、ブルー

ベリージャム、玉葱、ごぼ

う、さやえんどう、しょうが、

にんにく、ゆかり

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、食塩

牛乳、鶏もも肉、ベーコ

ン、しらす干し、バター、

かつお節

キウイフルーツ、玉葱、ほう

れん草、かぼちゃ、しめじ、

人参、にんにく、青のり

減塩しょうゆ、コンソ

メ、食塩

さつまいも、米、押

麦、砂糖、ごま油

ゆでうどん、ホットケー

キ粉、さといも、砂

糖、油、黒ごま

牛乳、さば、豚肉、油揚

げ、減塩みそ、無塩バ

ター

バナナ、大根、人参、ね

ぎ、ごぼう、切干し大根

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、みりん、食

塩

米、食パン、押麦、グ

ラニュー糖、片栗粉、

ごま油、砂糖、ごま

牛乳、木綿豆腐、豚ひき

肉、減塩みそ、バター

バナナ、ほうれん草、もや

し、玉葱、ねぎ、人参、カッ

トわかめ、しょうが

減塩しょうゆ、食

塩、鶏がら

じゃがいも、スパゲ

ティ、米、油

ロールパン、米、じゃが

いも、片栗粉、油

牛乳、鶏ひき肉、木綿豆

腐、鶏もも肉、ベーコン、

バター

バナナ、ほうれん草、玉

葱、トマト缶、コーン缶、人

参、セロリ、にんにく、しょう

が

ケチャップ、食塩、コ

ンソメ

米、マカロニ、押麦、マ

ヨネーズ、油、焼ふ、

砂糖、ごま油

じゃがいも、米、ごま、

油

牛乳、鶏もも肉、さけフ

レーク、ウインナーソー

セージ、とろけるチーズ、

バター

オレンジ、ブロッコリー、玉

葱、かぼちゃ、人参、コーン

缶、パセリ

コンソメ、食塩

牛乳、かじき、豚ひき肉、

減塩みそ

牛乳、豚肉、チーズ オレンジ、もやし、キャベツ、

玉葱、人参、にら、コーン

缶、ねぎ、カットわかめ、に

んにく、しょうが、ゆかり

鶏がら、減塩しょう

ゆ、食塩

牛乳、豚肉 バナナ、かぼちゃ、みかん

缶、大根、人参、小松

菜、ねぎ

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、みりん、食

塩

キウイフルーツ、人参、ごぼ

う、トマト缶、玉葱、えのき

茸、ねぎ、にんにく

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、コンソメ、

食塩、パセリ粉

栄養価

米、押麦、片栗粉、

油

牛乳、厚揚げ、鶏ひき

肉、減塩みそ、油揚げ

りんご、白菜、玉葱、大

根、ほうれん草、人参、ね

ぎ、えのき茸、焼きのり

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、みりん

米、ホットケーキ粉、

押麦、ごま油、油、砂

糖

米、じゃがいも、押

麦、油

牛乳、豚ひき肉、カルピ

ス、鶏もも肉

バナナ、玉葱、人参、キャ

ベツ、パイン缶、きゅうり、

ピーマン、粉寒天、にんに

く、しょうが

カレールウ、ケチャッ

プ、ウスターソース、

酢、食塩、コンソメ、

カレー粉
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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370kcal

1 豚焼き肉 たんぱく質14.3g

15 チョレギサラダ 脂質9.1g

19 わかめスープ 塩分1.1g

キウイフルーツ

ごはん（麦入り） エネルギー331kcal

6 焼きししゃも たんぱく質13.7g

20 小松菜ともやしのあえ物 脂質5.6g

すまし汁、バナナ 塩分1.2g

ごはん（麦入り） エネルギー421kcal

7 豆腐ハンバーグ たんぱく質15.7g

21 ポテトサラダ 脂質11.1g

オニオンスープ、ヨーグルト 塩分1.6g

焼き鳥丼（麦入り） エネルギー379kcal

8 海藻サラダ たんぱく質19.0g

22 みそ汁 脂質7.7g

オレンジ 塩分1.3g

ごはん（麦入り） エネルギー434kcal

10 はんぺんチーズフライ たんぱく質13.2g

24 野菜炒め 脂質10.1g

みそ汁、オレンジ 塩分1.7g

ごはん（麦入り） エネルギー379kcal

11 さけのポテト焼き たんぱく質17.1g

25 きんぴらごぼう 脂質7.8g

みそ汁、キウイフルーツ 塩分1.0g

ごはん（麦入り） エネルギー418kcal

12 豆腐のふわとろボール たんぱく質13.8g

26 ほうれん草ともやしの和え物 脂質12.5g

豚汁、パイン缶 塩分0.9g

ごはん（麦入り） エネルギー390kcal

13 コーン団子 たんぱく質14.7g

27 ナムル 脂質8.6g

豆腐スープ、バナナ 塩分1.4g

キッズビビンバ エネルギー383kcal

14 はるさめサラダ たんぱく質14.4g

28 わかめスープ 脂質7.9g

ヨーグルト 塩分1.6g

焼きうどん エネルギー363kcal

17 ちくわ磯辺揚げ たんぱく質18.9g

31 けんちん汁 脂質10.5g

ヨーグルト 塩分1.8g

ごはん（麦入り） エネルギー386kcal

かじきの竜田揚げ たんぱく質16.2g

ほうれん草とえのき茸のお浸し 脂質8.5g

みそ汁、バナナ 塩分1.0g

ごはん（麦入り） エネルギー357kcal

鶏肉のごまみそ焼 たんぱく質17.5g

小松菜の煮浸し 脂質7.1g

すまし汁、パイン缶 塩分1.2g

米、押麦、ごま、砂糖 鶏もも肉、木綿豆腐、減

塩みそ、油揚げ、

パイン缶、小松菜、人参、ね

ぎ、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、片栗粉、油 かじき、木綿豆腐、減塩み

そ

バナナ、ほうれん草、えのき

茸、人参、切干し大根、カット

わかめ、しょうが

かつおだし汁、減塩しょう

ゆ

ゆでうどん、油、小麦粉 ヨーグルト、ちくわ、豚肉、

鶏もも肉、油揚げ、かつお

節

人参、玉葱、大根、キャベツ、

ねぎ、ごぼう、青のり

かつおだし汁、減塩しょう

ゆ、食塩

米、押麦、片栗粉、ごま、

ごま油

木綿豆腐、豚ひき肉、しら

す干し

バナナ、ほうれん草、コーン

缶、もやし、玉葱、人参、ね

ぎ、カットわかめ、しょうが、にん

にく

食塩、鶏がら、減塩しょう

ゆ

米、はるさめ、押麦、ごま、

砂糖、ごま油

ヨーグルト、豚ひき肉、かに

かまぼこ

きゅうり、もやし、ほうれん草、

人参、コーン缶、ねぎ、カット

わかめ、しょうが、にんにく

減塩しょうゆ、酢、食塩、

鶏がら

米、じゃがいも、押麦、ごま

油、ごま、砂糖

さけ、木綿豆腐、減塩み

そ、牛乳、油揚げ、バター

キウイフルーツ、小松菜、人

参、ごぼう、青のり

かつおだし汁、減塩しょう

ゆ、食塩

米、ながいも、片栗粉、

油、押麦、ごま

木綿豆腐、豚肉、減塩み

そ、干しえび

パイン缶、ほうれん草、大根、

もやし、キャベツ、ねぎ、人参、

ごぼう、コーン缶

かつおだし汁、減塩しょう

ゆ、食塩

米、押麦、片栗粉、油、砂

糖

鶏もも肉、木綿豆腐、減

塩みそ、油揚げ

オレンジ、もやし、キャベツ、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、めんつゆ

米、小麦粉、パン粉、押

麦、油

はんぺん、スライスチーズ、

減塩みそ、ベーコン、油揚

げ

オレンジ、コーン缶、キャベツ、

かぼちゃ、玉葱、人参、ねぎ

かつおだし汁、食塩

米、押麦、油、砂糖 木綿豆腐、ししゃも バナナ、小松菜、人参、もや

し、コーン缶、ねぎ、カットわか

め

かつおだし汁、減塩しょう

ゆ、食塩

米、じゃがいも、押麦、マヨ

ネーズ、片栗粉、油

ヨーグルト、木綿豆腐、鶏

ひき肉

玉葱、人参、きゅうり ケチャップ、コンソメ、食塩

米、押麦、ごま油、砂糖、

ごま

豚肉 キウイフルーツ、もやし、玉葱、

人参、きゅうり、キャベツ、コー

ン缶、しょうが、カットわかめ、

にんにく

曜
材         料        名

栄養価

減塩しょうゆ、みりん、鶏

がら、食塩

金
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