
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

ミートスパゲティー 牛乳 エネルギー555kcal

1 ほうれん草とコーンのソテー いちごジャムパン たんぱく質19.8ｇ

15 野菜スープ （ロールパン、イチゴジャム） 脂質15.8ｇ

29 バナナ 塩分2.0ｇ

※おにぎり

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー541kcal

3 鮭のちゃんちゃん焼き バナナ蒸しパン たんぱく質22.3ｇ

17 きんぴらごぼう （ホットケーキ粉、調整豆乳、 脂質11.5ｇ

具だくさん汁、オレンジ 　　　バナナ、油） 塩分1.6ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー567kcal

4 ひき肉の春巻き チーズ、せんべい たんぱく質20.5ｇ

18 はるさめサラダ 脂質18.8ｇ

わかめスープ、メロン ※バナナ、せんべい 塩分1.5ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー587kcal

5 れんこんのはさみ焼き フライドポテト たんぱく質19.5ｇ

19 小松菜ともやしのあえ物 （じゃがいも、塩、油） 脂質20.0ｇ

すまし汁、バナナ ☆１９日誕生日会ロールケーキ 塩分1.5ｇ

※かぼちゃポテト

フォーラーメン 牛乳 エネルギー573kcal

6 キャベツとウインナーの蒸し煮 ハニートースト たんぱく質22.5ｇ

20 粉ふきいも （食パン、マーガリン、はちみつ） 脂質22.4ｇ

オレンジ ※おにぎり 塩分1.9ｇ

キッズビビンバ 牛乳 エネルギー569kcal

7 チョレギサラダ ビスケット、ぶどうゼリー たんぱく質17.3ｇ

21 はるさめスープ （ぶどうジュース、寒天、砂糖） 脂質16.1ｇ

バナナ ※せんべい、ぶどうゼリー 塩分1.7ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー569kcal

8 肉豆腐 さけおにぎり たんぱく質24.5ｇ

22 ブロッコリーとちくわのごまあえ （米、鮭、 脂質13.0ｇ

みそ汁、りんご 　　　炊き込みわかめ、ごま） 塩分1.9ｇ

ハヤシライス 牛乳 エネルギー607kcal

10 月 コールスローサラダ スイートポテト たんぱく質17.6ｇ

24 野菜スープ 脂質15.1ｇ

フルーツカクテル 塩分2.2ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー572kcal

11 火 鶏ささ身の甘酢あんかけ ホットケーキ たんぱく質21.4ｇ

25 キャベツの磯あえ （ホットケーキ粉、牛乳、 脂質14.4ｇ

中華スープ、オレンジ 　　　　メープルシロップ、油） 塩分1.7ｇ

ちゃんぽんラーメン風 牛乳 エネルギー558kcal

12 かぼちゃの甘煮 揚げパンスティック たんぱく質18.2ｇ

26 バナナ （食パン、砂糖、油） 脂質13.6ｇ

※おにぎり 塩分1.9ｇ

ロールパン 牛乳 エネルギー538kcal

13 タンドリーチキン 大学芋 たんぱく質22.3ｇ

27 じゃがいも炒め （さつまいも、砂糖、減塩しょうゆ 脂質19.4ｇ

チキンスープ、メロン 　　　　黒ごま、油） 塩分1.9ｇ

ごはん（麦入り） 麦茶 エネルギー558kcal

14 マーボー豆腐 フルーツヨーグルト たんぱく質17.8ｇ

28 もやしの中華風和え物 ビスケット 脂質12.8ｇ

中華スープ、バナナ ※豆乳ヨーグルト、せんべい 塩分1.3ｇ

水

じゃがいも、米、油、

押麦、片栗粉、砂糖

牛乳、豚ひき肉、鶏ひ

き肉

ぶどうジュース、バナナ、も

やし、人参、ほうれん草、

きゅうり、キャベツ、チンゲン

菜、玉葱、ねぎ、粉寒

天、しょうが、にんにく

減塩しょうゆ、と

りがら、食塩

金

牛乳、鮭、調製豆乳、

鶏もも肉

オレンジ、人参、ごぼう

（ゆで）、白菜、大根、

バナナ、小松菜、キャベ

ツ、しめじ

かつおだし汁、

減塩しょうゆ、食

塩、みりん

牛乳、鶏ひき肉、木綿

豆腐

かつおだし汁、

減塩しょうゆ、食

塩、みりん

米、春巻きの皮、はる

さめ、押麦、油、砂

糖、片栗粉、ごま、ご

ま油

牛乳、豚ひき肉、チー

ズ、かにかまぼこ

きゅうり、もやし、人参、

コーン缶、ねぎ、カットわか

め、メロン

酢、減塩しょう

ゆ、とりがら、食

塩、カレー粉

２０１９年６月　　献　　立　　表

材         料        名

月

水

木

金

土

米、ホットケーキ粉、

里芋、押麦、油、砂

糖、ごま、ごま油

ミルキーホーム本八幡みなみ園

火

日 献立 3時おやつ曜 栄養価

スパゲティ、ロールパ

ン、油、砂糖

牛乳、豚ひき肉 バナナ、玉葱、ほうれん

草、ホールトマト缶詰、人

参、コーン缶、キャベツ、い

ちごジャム、しめじ

ケチャップ、ウス

ターソース、食

塩、コンソメ

※印はアレルギー対応食です。
☆おいしくて、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。

（さつまいも、調整豆乳、砂糖）

土

木

米粉めん、じゃがい

も、食パン、砂糖、

マーガリン、はちみつ、

油

牛乳、豚肉、ウインナー

ソーセージ

キャベツ、オレンジ、コーン

缶、玉葱、万能ねぎ、人

参、青のり

減塩しょうゆ、と

りがら、コンソメ、

食塩

米、砂糖、押麦、ごま

油、はるさめ、ごま、

油

バナナ、蓮根、小松菜、

人参、もやし、えのき茸、

コーン缶、椎茸、しょうが

玉葱、キャベツ、人参、み

かん缶、パイン缶、きゅう

り、もも缶、マッシュルー

ム、コーン缶

ハヤシルウ、酢、

コンソメ、食塩

米、押麦、砂糖、ごま 牛乳、焼き豆腐、豚

肉、ちくわ、鮭、減塩み

そ

玉葱、りんご、ブロッコ

リー、人参、ねぎ、えのき

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、ホットケーキ粉、

じゃがいも、片栗粉、

押麦、メープルシロッ

プ、油、ごま油、ごま、

砂糖

牛乳、鶏ささ身 オレンジ、キャベツ、玉葱、

人参、チンゲン菜、ねぎ、

カットわかめ、青のり

減塩しょうゆ、

酢、食塩、とりが

ら

米、さつまいも、じゃが

いも、砂糖、押麦、

油

生中華めん、食パ

ン、砂糖、油、ごま油

牛乳、豚肉 バナナ、南瓜、キャベツ、

玉葱、もやし、人参、コー

ン缶

減塩しょうゆ、と

りがら、食塩

牛乳、豚肉、調整豆

乳、ハム

ヨーグルト(無糖)、木

綿豆腐、豚ひき肉、減

塩みそ

バナナ、もやし、キャベツ、

ねぎ、小松菜、もも缶、み

かん缶、パイン缶、人参、

干しぶどう、しょうが

減塩しょうゆ、

酢、とりがら

さつまいも、じゃがい

も、ロールパン、砂

糖、油、黒ごま

牛乳、鶏もも肉、鶏ひ

き肉、ベーコン

えのき茸、人参、かぶ、か

ぶの葉、ピーマン、レモン

果汁、にんにく、メロン

ケチャップ、食

塩、減塩しょう

ゆ、コンソメ、カ

レー粉

米、押麦、はるさめ、

砂糖、片栗粉、砂

糖、ごま油



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362kcal

1 白身魚のホイル焼き たんぱく質15.2ｇ

15 はるさめともやしのソテー 脂質4.5ｇ

29 みそ汁 塩分1.7ｇ

パイン缶

ごはん（麦入り） エネルギー375kcal

3 鶏肉のマーマレード焼き たんぱく質16.3ｇ

17 パスタサラダ 脂質7.5ｇ

かぶのスープ、キウイフルーツ 塩分1.5g

けんちんうどん エネルギー329kcal

4 ウインナーソテー たんぱく質12.8g

18 キャベツの磯あえ 脂質10.5g

バナナ 塩分1.7g

わかめ御飯 エネルギー340kcal

5 炒り豆腐 たんぱく質12.4g

19 きゅうりの酢の物 脂質6.4g

みそ汁、りんご 塩分1.9g

ごはん（麦入り） エネルギー381kcal

6 肉じゃが たんぱく質11.9g

20 ほうれん草のごま和え 脂質8.1g

みそ汁、キウイフルーツ 塩分1.4g

ごはん（麦入り） エネルギー390kcal

7 さばと玉ねぎのみそ煮 たんぱく質17.1g

21 小松菜ともやしのあえ物 脂質9.5g

けんちん汁、オレンジ 塩分1.3g

ごはん（麦入り） エネルギー403kcal

8 ハニースパイシーチキン たんぱく質18.0g

22 ポテトサラダ 脂質10.1g

かぶのスープ、キウイフルーツ 塩分1.4g

ごはん（麦入り） エネルギー436kcal

10 ししゃものパン粉フライ たんぱく質14.9g

24 さといもの煮物 脂質9.6g

豚汁、バナナ 塩分1.4g

ごはん（麦入り） エネルギー368kcal

11 豚肉の香味焼き たんぱく質16.1g

25 野菜炒め 脂質7.1g

豆腐スープ、パイン缶 塩分1.0g

ケチャップライス エネルギー392kcal

12 じゃがいものチーズ焼き たんぱく質9.7g

26 マカロニスープ 脂質8.1g

キウイフルーツ 塩分1.6g

豚丼 エネルギー350kcal

13 小松菜のおかかあえ たんぱく質12.9ｇ

27 豆腐スープ 脂質9.8ｇ

りんご 塩分1.1ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー374kcal

14 かじきのカレーあんかけ たんぱく質14.3ｇ

28 粉ふきいも 脂質6.9ｇ

すまし汁、キウイフルーツ 塩分1.0g

火

水

木

金

曜 栄養価
材         料        名

金

土

月

米、じゃがいも、押

麦、片栗粉、油

かじき、木綿豆腐 キウイフルーツ、チンゲン菜、

大根、玉葱、人参、ねぎ、

コーン缶

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、みりん、食

塩、カレー粉

米、押麦、油、片栗

粉、砂糖

木綿豆腐、豚肉、かに

かまぼこ、かつお節

小松菜、りんご、玉葱、人

参、ねぎ、えのき茸、カットわ

かめ、にんにく、しょうが

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、とりがら、食

塩

バナナ、大根、人参、ねぎ、

ごぼう、いんげん

かつおだし汁、減塩

しょうゆ

じゃがいも、米、マカロ

ニ、油

鶏もも肉、ベーコン、と

ろけるチーズ、バター

キウイフルーツ、玉葱、ほうれ

ん草、コーン缶、人参、ピー

マン、パセリ

ケチャップ、食塩、コ

ンソメ

米、押麦、油 豚肉、木綿豆腐 パイン缶、玉葱、コーン缶、

キャベツ、人参、ねぎ、椎

茸、カットわかめ、にんにく

減塩しょうゆ、とりが

ら、食塩

米、さといも、押麦、

砂糖

さば、木綿豆腐、豚

肉、減塩みそ、油揚げ

オレンジ、玉葱、小松菜、も

やし、大根、人参、ごぼう、

ねぎ、コーン缶、しょうが

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、みりん、食

塩

米、さといも、押麦、

小麦粉、パン粉、油、

砂糖

ししゃも、豚肉、減塩み

そ、油揚げ

米、じゃがいも、マヨ

ネーズ、押麦、はちみ

つ

鶏もも肉、ハム、鶏ひき

肉

キウイフルーツ、キャベツ、人

参、えのき茸、かぶ、かぶの

葉、コーン缶、にんにく

減塩しょうゆ、食塩、

コンソメ、カレー粉

きゅうり、りんご、玉葱、人

参、さやえんどう、カットわか

め、切干し大根、ひじき、干

し椎茸

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、酢、みりん、

食塩

日 献立

ゆでうどん、さといも、

ごま

ウインナーソーセージ、

鶏もも肉

バナナ、キャベツ、人参、大

根、ねぎ、青のり

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、みりん

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、みりん

米、スパゲティ、押

麦、マヨネーズ、砂糖

米、はるさめ、押麦、

ごま油

たら、減塩みそ、油揚

げ、バター

土

月

火

水

米、押麦、砂糖、油、

片栗粉

木綿豆腐、鶏ひき肉、

減塩みそ、ちくわ、油揚

げ

*夕食

鶏もも肉、ハム、ベーコ

ン

キウイフルーツ、きゅうり、キャ

ベツ、かぶ、かぶの葉、人

参、マーマレード

ケチャップ、減塩しょう

ゆ、食塩、コンソメ

木

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、食塩

パイン缶、玉葱、小松菜、も

やし、コーン缶、えのき茸、

人参、ねぎ、ピーマン、カット

わかめ

じゃがいも、米、しらた

き、押麦、すりごま、

油、砂糖

豚肉、減塩みそ キウイフルーツ、ほうれん草、

人参、もやし、玉葱、カット

わかめ


