
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

☆節句メニュー 牛乳 エネルギー590kcal

ゆかりごはん(麦入り) 鯉のぼりホットケーキ たんぱく質19.8g

チキンバーグ (ホットケーキ粉、牛乳、 脂質18.1g

キャベツのコーン煮 　ホイップクリーム、バナナ 塩分1.8g

みそ汁、フルーツカクテル 油、チョコペン)

肉うどん 牛乳 エネルギー566kcal

6 大学芋 鮭おにぎり たんぱく質21.1g

20 ヨーグルト (米、鮭フレーク、 脂質16.9g

白ごま、焼きのり) 塩分1.6g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー593kcal

7 ピザバーグ どら焼き たんぱく質21.1g

21 マッシュポテト (ホットケーキ粉、油、 脂質19.2g

野菜スープ、パイン缶 調整豆乳、つぶしあん) 塩分1.4g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー526kcal

9 さばの塩焼き ビスケット たんぱく質21.2g

23 昆布の煮物 オレンジ 脂質17.5g

豚汁、パイン缶 塩分1.6g

カレーライス(麦入り) 牛乳 エネルギー585kcal

10 キャベツのりんごサラダ ハニートースト たんぱく質20.3g

24 豆腐スープ (食パン、はちみつ、バター) 脂質16.8g

バナナ 塩分2.2g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー531kcal

11 鶏カツ せんべい、カルピスゼリー たんぱく質25.0g

25 納豆あえ (カルピス、粉寒天) 脂質14.0g

けんちん汁、オレンジ 塩分1.4g

ジャムサンド 牛乳 エネルギー571kcal

12 鮭のムニエル 油揚げと人参のおにぎり たんぱく質26.1g

26 ひじきサラダ (米、油揚げ、人参、砂糖、 脂質17.3g

コーンスープ、キウイフルーツ だししょうゆ、みりん、焼きのり) 塩分2.3g

厚あげ丼(麦入り) 牛乳 エネルギー541kcal

13 ブロッコリーとしらすあえ ココア蒸しパン たんぱく質20.6g

27 みそ汁 (ホットケーキ粉、ココア、 脂質17.1g

りんご 調整豆乳、砂糖、油) 塩分1.6g

焼きそば 牛乳 エネルギー541kcal

14 ジャーマンポテト ミルクもち たんぱく質19.9g

28 わかめスープ (牛乳、砂糖、 脂質17.6g

バナナ 片栗粉、きな粉) 塩分1.7g

ハヤシライス(麦入り) 牛乳 エネルギー562kcal

16 ブロッコリーのチキンサラダ ビスケット たんぱく質23.1g

30 野菜スープ せんべい 脂質14.9g

ヨーグルト 塩分2.1g

ごま塩ごはん(麦入り) 牛乳 エネルギー556kcal

17 豆腐のカレー風味揚げ きな粉おはぎ たんぱく質20.9g

31 ほうれん草のおかかあえ (米、もち米、 脂質15.5g

みそ汁、グレープフルーツ きな粉、砂糖、食塩） 塩分1.6g

しらすチャーハン ☆誕生日会 エネルギー601kcal

焼きぎょうざ ジョア たんぱく質22.9g

春雨サラダ ロールケーキ 脂質14.5g

豆腐スープ、バナナ ※ジョア、ホイップサンド 塩分2.3g

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー529kcal

かじきの竜田揚げ ジャムサンドパン たんぱく質21.9g

切干大根と凍り豆腐の煮物 (ロールパン、 脂質15.2g

すまし汁、キウイフルーツ ブルーベリージャム) 塩分1.8g

米、ロールパン(卵不使

用)、押麦、油、片栗

粉、砂糖

牛乳、かじき、凍り豆

腐、油揚げ

キウイフルーツ、小松菜、白

菜、人参、えのき茸、ブルー

ベリージャム、切干大根、ス

ナップえんどう、干し椎茸、

しょうが

かつお・昆布だし

汁、減塩しょうゆ、

みりん、食塩

米、ぎょうざの皮(卵不

使用)、小麦粉、砂

糖、春雨、油、ごま油

木綿豆腐、豚ひき肉、し

らす干し

バナナ、きゅうり、人参、小

ねぎ、玉葱、キャベツ、ね

ぎ、にら、コーン缶、しょう

が、にんにく、カットわかめ

減塩しょうゆ、酢、

鶏がら、食塩

米、もち米、片栗粉、

押麦、油、黒ごま、砂

糖

牛乳、鶏ひき肉、木綿

豆腐、かにかま(卵不使

用)、減塩みそ、きな粉、

油揚げ、かつお節

グレープフルーツ、ほうれん

草、人参、コーン缶、かぶ、

かぶの葉、小ねぎ

かつお・昆布だし

汁、減塩しょうゆ、

食塩、カレー粉

米、じゃがいも、押麦、

油

牛乳、ヨーグルト、豚肉、

鶏ささ身

玉葱、人参、ブロッコリー、

キャベツ、マッシュルーム、え

のきたけ、コーン缶

ハヤシルウ、酢、コ

ンソメ、食塩

月

火

牛乳、鮭、調整豆乳、ハ

ム(卵不使用)、油揚げ、

バター

キウイフルーツ、もやし、ク

リームコーン缶、チンゲン

菜、玉葱、人参、コーン

缶、いちごジャム、えのき

茸、ひじき、焼きのり

かつお・昆布だし

汁、減塩しょうゆ、

酢、みりん、食塩、

コンソメ

焼きそばめん(卵不使

用)、じゃがいも、片栗

粉、砂糖、油

牛乳、木綿豆腐、豚

肉、きな粉、ベーコン(卵

不使用)

バナナ、玉葱、人参、キャベ

ツ、ねぎ、カットわかめ、パセ

リ粉、青のり

中濃ソース、鶏が

ら、食塩

米、ホットケーキ粉(卵

不使用)、押麦、油、

片栗粉、ごま油、砂糖

　･栄養価は目安となります

米、パン粉(卵不使

用)、押麦、小麦粉、

油、ごま油、砂糖

牛乳、鶏むね肉、木綿

豆腐、カルピス、挽きわり

納豆、油揚げ

小松菜、オレンジ、大根、

人参、ねぎ、ごぼう、コーン

缶、粉寒天

かつお・昆布だし

汁、減塩しょうゆ、

食塩、中濃ソース、

ケチャップ

　・※印はアレルギー食となります

牛乳、厚あげ、調製豆

乳、豚ひき肉、減塩み

そ、しらす干し、かつお節

りんご、人参、ブロッコリー、

キャベツ、白菜、かぼちゃ、

チンゲン菜

かつお・昆布だし

汁、減塩しょうゆ

食パン(卵不使用)、

米、油、小麦粉、砂

糖、白ごま

ケチャップ、コンソ

メ、食塩

米、食パン(卵不使

用)、じゃがいも、押

麦、はちみつ、油

牛乳、木綿豆腐、豚

肉、バター

バナナ、玉葱、人参、きゅう

り、キャベツ、りんご、えのき

茸、小ねぎ、干しぶどう

カレールウ、酢、鶏

がら、食塩

米、押麦、ごま油、砂

糖

・仕入れの都合により、献立が変更になる場合がございます

ゆでうどん、さつまいも、

米、油、砂糖、白ご

ま、黒ごま

牛乳、ヨーグルト、豚肉、

鮭フレーク

ほうれん草、ねぎ、人参、

焼きのり

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、みりん、食

塩金

土

牛乳、さば、豚肉、ちくわ

(卵不使用)、減塩みそ

パイン缶、オレンジ、大根、

白菜、人参、ねぎ、ごぼう、

刻み昆布

かつお・昆布だし

汁、減塩しょうゆ、

食塩
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米、じゃがいも、ホット

ケーキ粉(卵不使用)、

片栗粉、押麦、油、ご

ま

牛乳、鶏ひき肉、おか

ら、ホイップクリーム、減塩

みそ

キャベツ、玉葱、みかん缶、

黄桃缶、人参、コーン缶、

バナナ、パイン缶、アスパラ、

いちご、グリンピース、カット

わかめ、にんにく、しょうが

かつお・昆布だし

汁、ケチャップ、食

塩、コンソメ月

金

土

日 献立 3時おやつ
材         料        名

曜

じゃがいも、米、ホット

ケーキ粉(卵不使用)、

押麦、片栗粉、油

牛乳、豚ひき肉、調整

豆乳、つぶしあん、とろけ

るチーズ、バター

パイン缶、玉葱、人参、キャ

ベツ、ピーマン

水

木19

18

2

栄養価

月

火

水

木



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

ケチャップライス エネルギー382kcal

じゃがベーコンのチーズ焼き たんぱく質10.7g

野菜スープ 脂質7.8g

バナナ 塩分1.4g

ごはん（麦入り） エネルギー346kcal

6 豆腐の五目焼き たんぱく質13.2g

20 チンゲン菜のとろみ炒め 脂質7.8g

みそ汁、りんご 塩分1.2g

ごはん（麦入り） エネルギー341kcal

7 白身魚の野菜蒸し たんぱく質15.2g

21 きんぴらごぼう 脂質4.0g

みそ汁、バナナ 塩分1.2g

ごはん（麦入り） エネルギー392kcal

9 煮込みハンバーグ たんぱく質16.2g

23 ブロッコリーとコーンのソテー 脂質11.0g

野菜スープ、ヨーグルト 塩分1.5g

ごはん（麦入り） エネルギー373kcal

10 マーボー豆腐 たんぱく質14.4g

24 ナムル 脂質10.7g

わかめスープ、パイン缶 塩分1.5g

ごはん（麦入り） エネルギー396kcal

11 鮭のポテトバター焼き たんぱく質18.6g

25 キャベツのごまマヨサラダ 脂質10.8g

オニオンスープ、ヨーグルト 塩分1.2g

中華丼(麦入り) エネルギー386kcal

12 さつまいものレモン煮 たんぱく質10.3g

26 わかめスープ 脂質9.8g

パイン缶 塩分1.0g

ごはん（麦入り） エネルギー393kcal

13 鶏肉のカレー焼き たんぱく質19.7g

27 ポテトサラダ 脂質10.1g

みそ汁、ヨーグルト 塩分1.3g

ごはん（麦入り） エネルギー347kcal

14 豚焼肉 たんぱく質14.1g

28 チョレギサラダ 脂質9.2g

わかめスープ、キウイフルーツ 塩分1.1g

ごはん（麦入り） エネルギー364kcal

16 さばのみそ煮 たんぱく質14.7g

30 小松菜のごまあえ 脂質8.7g

すまし汁、バナナ 塩分1.3g

三色そぼろ丼(麦入り) エネルギー374kcal

17 ちくわの磯辺揚げ たんぱく質16.5g

31 すまし汁 脂質7.6g

ヨーグルト 塩分1.8g

ごはん（麦入り） エネルギー338kcal

肉じゃが(カレー味) たんぱく質12.4g

キャベツとほうれん草の磯あえ 脂質7.4g

みそ汁、りんご 塩分1.2g

てりやき野菜丼(麦入り) エネルギー357kcal

ブロッコリーのごまサラダ たんぱく質17.0g

みそ汁 脂質6.2g

バナナ 塩分1.2g

19 木

米、押麦、白ごま、油、

片栗粉

鶏もも肉、木綿豆腐、減塩み

そ

バナナ、もやし、ブロッコリー、

きゅうり、玉葱、キャベツ、人

参、ねぎ、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、み

りん、減塩しょうゆ、食

塩

18 水

じゃがいも、米、押麦、

油、砂糖

木綿豆腐、豚ひき肉、減塩み

そ

りんご、キャベツ、ほうれん草、

玉葱、人参、もやし、えのき

茸、焼きのり、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、減

塩しょうゆ、みりん、カ

レー粉

月

米、押麦、白ごま、砂

糖、焼ふ

さば、減塩みそ バナナ、小松菜、もやし、えの

き茸、ねぎ、人参、コーン缶、

しょうが

かつお・昆布だし汁、み

りん、減塩しょうゆ、食

塩

火

米、押麦、砂糖、油、小

麦粉、焼ふ、ごま油

ヨーグルト、ちくわ(卵不使

用)、鶏ひき肉

人参、ほうれん草、ねぎ、青

のり

かつおだし汁、減塩しょ

うゆ、食塩

金

米、じゃがいも、マヨネーズ

(卵不使用)、押麦、油、

はちみつ

ヨーグルト、鶏もも肉、ハム(卵

不使用)、減塩みそ

きゅうり、玉葱、人参、小松

菜、コーン缶、えのき茸、にん

にく

かつお・昆布だし汁、減

塩しょうゆ、食塩、カ

レー粉

土

米、押麦、ごま油、砂

糖、白ごま

豚肉 キウイフルーツ、もやし、玉

葱、きゅうり、キャベツ、人参、

コーン缶、しょうが、カットわか

め、にんにく

減塩しょうゆ、みりん、

鶏がら、食塩

水

米、じゃがいも、マヨネーズ

(卵不使用)、押麦、すり

ごま

ヨーグルト、鮭、ハム(卵不使

用)、牛乳、バター

玉葱、キャベツ、人参、きゅう

り、コーン缶、青のり

減塩しょうゆ、食塩、コ

ンソメ、パセリ粉

木

米、さつまいも、押麦、ご

ま油、片栗粉、砂糖、白

ごま

豚肉、木綿豆腐 パイン缶、キャベツ、人参、玉

葱、小松菜、椎茸、レモン果

汁、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

月

米、押麦、片栗粉、油、

砂糖

ヨーグルト、豚ひき肉、ベーコン

(卵不使用）

ブロッコリー、玉葱、人参、

コーン缶、かぶ、かぶの葉

ケチャップ、ウスターソー

ス、食塩、コンソメ

火

米、押麦、ごま油、片栗

粉、白ごま、砂糖

木綿豆腐、豚ひき肉、減塩み

そ

パイン缶、ほうれん草、もや

し、ねぎ、玉葱、人参、コーン

缶、カットわかめ、しょうが

減塩しょうゆ、鶏がら、

食塩

金

米、さつまいも、片栗粉、

押麦、油

木綿豆腐、鶏ひき肉、減塩み

そ

チンゲン菜、りんご、人参、も

やし、玉葱、えのき茸、ひじ

き、カットわかめ、しょうが

かつお・昆布だし汁、食

塩、減塩しょうゆ

土

米、押麦、ごま油、白ご

ま、砂糖

たら、木綿豆腐、減塩みそ バナナ、人参、玉葱、ごぼう、

えのき茸、コーン缶、切干大

根、レモン果汁、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、減

塩しょうゆ、食塩

2 月

じゃがいも、米、油 鶏もも肉、ベーコン(卵不使

用)、とろけるチーズ

バナナ、キャベツ、えのき茸、

ピーマン、パセリ、玉葱、人参

ケチャップ、食塩、コンソ

メ

<夕食>

日 曜 献立
材         料        名

栄養価


