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午 後 午 後

午 前 午 前

クロワッサン ｴﾈﾙｷﾞｰ 437 kcal ジャムサンド ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal

オニオンスープ きのこスープ

サーモングラタン タンドリーチキン

きのこサラダ かぼちゃサラダ

果物（りんご） 果物(オレンジ)
食塩相当量 2.8 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ

若布ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal スパゲティミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal

味噌汁 コーンチャウダー

鶏の唐揚げ 豆サラダ

ブロッコリーの昆布和え 果物(みかん)

果物（バナナ）
食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal

すまし汁 味噌汁

豚肉のみそ煮 焼さけ

三色なます 筑前煮

果物(オレンジ) 果物（りんご）
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal マーボー丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal

コーンスープ 若布と玉葱のスープ

キャベツとﾊﾑのｻﾗﾀﾞ ナムル

果物（バナナ） 果物(オレンジ)

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.7 ｇ

栗おこわ ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal しょうゆラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal

味噌汁 シュウマイ

鯵の梅肉ソース ５色サラダ

春雨のあえもの 果物（バナナ）

果物（りんご）
食塩相当量 3.0 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

豚のしょうが焼き丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal 五分づき米 ｴﾈﾙｷﾞｰ 469 kcal

味噌汁 味噌汁

ごまマヨ和え チキン南蛮

ヨーグルト 白菜の梅おかか和え

果物(みかん)
食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal

れんこん入りつくね かぶとベーコンのスープ

じゃこと大豆の和え物 イカと野菜のサラダ

果物(オレンジ) ミルクプリン

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.6 ｇ

納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal ゆかりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal

石狩汁 味噌汁

出し巻きたまご 鰤の幽庵焼き

お浸し ちくわのごま和え

果物（バナナ） 果物(みかん)
食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

塩パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal ツナと昆布の塩味ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal

ポトフ風スープ 野菜スープ

鶏肉のトマト煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾊﾑのｻﾗﾀﾞ

ブロッコリーサラダ 果物（バナナ）

果物(みかん)
食塩相当量 2.7 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

ハッシュドポーク ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal ベーコンピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal

キャベツスープ トマトスープ

コーンサラダ チーズバーグ

ゼリー ツナサラダ

果物（りんご）
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

きびごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal 他人丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal

味噌汁 味噌汁

肉豆腐 ひじきの和風和え

小松菜のおかかあえ 果物(みかん)

果物（りんご）
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

赤飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal

味噌汁 さつま芋のかき揚げ

ひれカツ ささみのあえもの

ひじきの炒め煮 果物（バナナ）

果物(みかん)
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

（★印はアレルギー除去対象食品です）
食材の都合で献立内容を変更する場合があります。
☆は手作りおやつです。

月 平 均 栄 養 価
エネルギー　　　　502cal タンパク質 　       20.3g
脂　　　質　　　　17.4ｇ 食塩相当量　       　2.2g

30
うどん(ゆで・玉)／さつ
まいも／薄力粉／サラダ
油／ごま油／三温糖／ご
ま(いり）／無塩バター
／ホットケーキmix（昭
和）

削り節（マルモト）／豚
小間／焼き竹輪／しらす
干し／鶏若鶏肉ささ身／
牛乳１Ｌ／★たまご／ク
リームチーズ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／に
んじん／玉葱／日本かぼ
ちゃ／こまつな／はくさ
い／長ねぎ／ほうれんそ
う／キャベツ／ブロッコ
リー／バナナ／ブルーベ
リー

牛乳

☆ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾁｰｽﾞﾊﾟｳﾝﾄﾞ
たんぱく質 17.2 ｇ

／
脂　質 16.2 ｇ

水 りんごジュース

29
精白米／三温糖／三温糖
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／ごま(いり）／サラ
ダ油／薄力粉

牛乳１Ｌ／豚小間／★た
まご／削り節（マルモ
ト）／油揚げ／干ひじき
(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／手もみ
造り本かつお節／ハム
（無添加）

玉葱／にんじん／万能ね
ぎ／はくさい／ほうれん
そう／みかん(普通､生)
／西洋かぼちゃ

牛乳

☆ごま揚げ南瓜団子
たんぱく質 25.8 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

火 牛乳

28
精白米／サラダ油／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／プ
チパン

牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／豚ひき肉／スライ
スチーズ／ツナフレーク
レトルト／生ｸﾘ-ﾑ

玉葱／にんじん／トマト
缶詰(ダイス）／キャベ
ツ／きゅうり／りんご／
バナナ／もも缶（大）／
みかん缶（大）

麦茶

☆フルーツロール
たんぱく質 18.8 ｇ

／
脂　質 21.2 ｇ

月 牛乳

26
スパゲッティ／サラダ油
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／精白米／三温糖

ツナフレークレトルト／
フジッコの塩昆布／ﾍﾞｰｺ
ﾝ（無添加）／ハム（無
添加）／鶏若鶏肉ひき肉

ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰ
ｽ)／キャベツ／にんじん
／生しいたけ(菌床栽
培、生)／おろしにんに
く（チューブ／玉葱／こ
まつな／ブロッコリー／
きゅうり／バナナ／しょ
うが

麦茶

☆そぼろおにぎり
たんぱく質 17.2 ｇ

／
脂　質 13.4 ｇ

土 オレンジジュース

25
精白米／白すり胡麻／三
温糖／パイシート／三温
糖／カスタードクリーム

飲むヨーグルト　Caプラ
ス／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／削り節（マル
モト）／ぶり（切り身）
／焼き竹輪／牛乳１Ｌ／
★たまご

ゆかり／まいたけ／玉葱
／ゆず(果皮､生)／キャ
ベツ／にんじん／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／ほうれんそ
う／みかん(普通､生)／
りんご

牛乳

☆アップルパイ
たんぱく質 22.3 ｇ

／
脂　質 20.0 ｇ

金 飲むヨーグルト

24
精白米／じゃがいも／サ
ラダ油／三温糖／薄力粉
／かたくり粉／三温糖／
ごま油

牛乳１Ｌ／豚小間／ﾍﾞｰｺ
ﾝ（無添加）／いかくん
製／白いミルクプリン
（乳）／豚ひき肉

玉葱／にんじん／かぶ／
きゅうり／キャベツ／ト
マト／たけのこ(ゆで)／
ねぎ

麦茶

☆おやき
たんぱく質 17.0 ｇ

／
脂　質 16.4 ｇ

木 牛乳

22
水稲穀粒(半つき米)／か
たくり粉／サラダ油／三
温糖／ごま(いり）／フ
ランスパン／無塩バター
／グラニュー糖

削り節（マルモト）／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／★
たまご／しらす干し／手
もみ造り本かつお節／牛
乳１Ｌ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／ほ
うれんそう／玉葱／はく
さい／にんじん／きゅう
り／紀州梅　B／みかん
(普通､生)

牛乳

☆ラスク
たんぱく質 16.5 ｇ

／
脂　質 14.8 ｇ

火 りんごジュース

21
中華めん(ゆで)／三温糖
／しゅうまいの皮／ごま
(いり）／ごま油／三温
糖／メープルシロップ／
ホットケーキmix（森
永）／無塩バター

牛乳１Ｌ／焼き豚／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)／
豚ひき肉／カニカマ卵な
し／★たまご／生ｸﾘ-ﾑ

りょくとうもやし／長ね
ぎ／玉葱／しょうが／に
んじん／だいこん／ほう
れんそう／豆もやし／バ
ナナ

牛乳

☆メープルカップケーキ
たんぱく質 21.0 ｇ

／
脂　質 20.2 ｇ

月 牛乳

19
精白米／ごま油／三温糖
／かたくり粉／ごま(い
り）／食パン／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)

しぼり豆腐／豚ひき肉／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／カニカマ卵なし／
牛乳１Ｌ／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／ピザ用チーズ

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／葉
ねぎ／にら／おろしにん
にく（チューブ／玉葱／
ねぎ／にんじん／きゅう
り／こまつな／バレンシ
アオレンジ／青ピーマン

牛乳

☆ピザ
たんぱく質 18.7 ｇ

／
脂　質 15.1 ｇ

土 りんごジュース

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

たんぱく質 16.1 ｇ

／
脂　質 18.6 ｇ

火

1
クロワッサン／サラダ油
／有塩バター／薄力粉／
パン粉(乾燥)／三温糖／
ごま油／精白米

牛乳１Ｌ／生鮭／エダム
チーズ／ハム（無添加）
／焼き豚

玉葱／パセリ／ブロッコ
リー／にんじん／こまつ
な／ほんしめじ／えのき
たけ／りんご／こねぎ

麦茶

☆チャーシューおにぎり

牛乳

たんぱく質 20.7 ｇ

／
脂　質 20.3 ｇ

水

2
精白米／かたくり粉／サ
ラダ油／ごま油／うどん
(ゆで)／三温糖

牛乳１Ｌ／若布ごはんの
素／油揚げ／削り節（マ
ルモト）／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／フジッコの塩
昆布／油揚げ（いなり
用）

キャベツ／玉葱／ブロッ
コリー／にんじん／バナ
ナ／ねぎ

麦茶

☆きつねうどん

牛乳

たんぱく質 20.6 ｇ

／
脂　質 21.1 ｇ

金

4
精白米／花ふ／三温糖／
ごま(いり）／食パン

牛乳１Ｌ／削り節（マル
モト）／豚肩ロース(脂
身付)／豚ばら(脂身付)
／クリームチーズ／★た
まご

生しいたけ(菌床栽培、
生)／葉ねぎ／玉葱／
しょうが／こまつな／だ
いこん／にんじん／バレ
ンシアオレンジ

牛乳

☆ﾍﾞｲｸﾄﾞﾁｰｽﾞｹｰｷﾄｰｽﾄ

牛乳

たんぱく質 11.4 ｇ

／
脂　質 10.9 ｇ

土

5
スパゲッティ／サラダ油
／とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／ごま油
／ホットケーキmix（昭
和）

ウィンナー（無添加）／
ﾍﾞｰｺﾝ（無添加）／ハム
（無添加）／★調製豆乳

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／に
んじん／青ピーマン／玉
葱／きゅうり／キャベツ
／バナナ／ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝぶど
うとりんご／日本かぼ
ちゃ

あんぱんまんジュース

☆パンプキン蒸しパン

りんごジュース

たんぱく質 22.9 ｇ

／
脂　質 16.0 ｇ

月

7
精白米／もち米／日本ぐ
り(甘露煮）／ごま塩／
かたくり粉／サラダ油／
三温糖／普通はるさめ
(乾)／ごま(いり）／ご
ま油／ホットケーキmix
（昭和）

牛乳１Ｌ／絹ごし豆腐／
削り節（マルモト）／ま
あじ／ハム（無添加）

なめこ／長ねぎ／紀州梅
B／きゅうり／にんじん
／りんご／バナナ

牛乳

☆ﾊﾞﾅﾅｺｺｱｶｯﾌﾟｹｰｷ

牛乳

たんぱく質 22.1 ｇ

／
脂　質 19.3 ｇ

火

8
精白米／三温糖／ごま
(いり）／蒸し中華めん
／サラダ油

牛乳１Ｌ／豚ロース(ス
ライス)／油揚げ／削り
節（マルモト）／おなか
においしいﾖｰｸﾞﾙﾄ／豚小
間

しょうが／玉葱／葉ねぎ
／だいこん／長ねぎ／
キャベツ／きゅうり／に
んじん／ブロッコリー／
りょくとうもやし

麦茶

☆焼きそば

牛乳

たんぱく質 20.9 ｇ

／
脂　質 17.3 ｇ

水

9
うどん(ゆで・玉)／サラ
ダ油／かたくり粉／三温
糖／白ごま(いり）／さ
つまいも／三温糖／有塩
バター

豚小間／削り節（マルモ
ト）／鶏若鶏肉ひき肉／
ちりめんじゃこ／★大豆
(国産､ゆで）／牛乳１Ｌ
／生ｸﾘ-ﾑ／★たまご

りんご(ｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ)／に
んじん／玉葱／ほうれん
そう／えだまめ／れんこ
ん／しょうが／バレンシ
アオレンジ

牛乳

☆スイートポテト

りんごジュース

たんぱく質 22.8 ｇ

／
脂　質 16.3 ｇ

木

10
精白米／糸こんにゃく／
薄力粉／無塩バター／グ
ラニュー糖／いちごジャ
ム

牛乳１Ｌ／★挽きわり納
豆（冷凍）／生鮭／油揚
げ／削り節（マルモト）
／★たまご／手もみ造り
本かつお節／飲むヨーグ
ルト　Caプラス

にんじん／だいこん／ね
ぎ／ごぼう／ぶなしめじ
／葉ねぎ／ほうれんそう
／キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／バナナ

飲むヨーグルト

☆スコーン

牛乳

たんぱく質 24.0 ｇ

／
脂　質 26.0 ｇ

金

11
塩パン／薄力粉／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／じゃ
がいも／有塩バター／か
たくり粉／サラダ油

牛乳１Ｌ／ウィンナー
（無添加）／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ハム（無添
加）／むきかれい／★た
まご

はくさい／玉葱／にんじ
ん／だいこん／セロリー
／ぶなしめじ／おろしに
んにく（チューブ／トマ
ト缶詰(ダイス）／ブ
ロッコリー／きゅうり／
キャベツ／みかん(普通､
生)

牛乳

☆フィッシュボール

牛乳

たんぱく質 18.1 ｇ

／
脂　質 13.1 ｇ

土

12
精白米／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／サラ
ダ油／ごま油／オレンジ
ゼリー／インスタントマ
カロニ／三温糖

豚小間／ﾍﾞｰｺﾝ（無添
加）／ハム（無添加）／
牛乳１Ｌ／★きな粉(大
豆）

ぶどうストレートジュー
ス／玉葱／ぶなしめじ／
キャベツ／にんじん／
きゅうり

牛乳

☆マカロニのきな粉かけ

ぶどうジュース

たんぱく質 23.4 ｇ

／
脂　質 11.7 ｇ

月

14
きび(精白粒）／精白米
／しらたき／三温糖／黒
糖蒸しパンmix

牛乳１Ｌ／ひとえぐさ
(素干し)／削り節（マル
モト）／豚小間／木綿豆
腐／しらす干し／手もみ
造り本かつお節／あずき
(乾）

玉葱／にんじん／はくさ
い／ねぎ／こまつな／
きゅうり／りょくとうも
やし／りんご

牛乳

☆手作りまんじゅう

牛乳

たんぱく質 23.0 ｇ

／
脂　質 15.3 ｇ

火

15
もち米／精白米／ごま塩
／薄力粉／パン粉(乾燥)
／サラダ油／糸こんにゃ
く／三温糖／ホットケー
キmix（昭和）／無塩バ
ター／白すり胡麻

飲むヨーグルト　Caプラ
ス／ささげ(乾）／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)／
削り節（マルモト）／豚
ひれ／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／油揚げ／牛乳
１Ｌ

だいこん／長ねぎ／キャ
ベツ／にんじん／れんこ
ん／えだまめ／みかん
(普通､生)／ほうれんそ
う

牛乳

☆ポパイ棒

飲むヨーグルト

たんぱく質 21.0 ｇ

／
脂　質 25.1 ｇ

水

16
食パン／いちごジャム／
じゃがいも／サラダ油／
ぎょうざの皮

牛乳１Ｌ／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ブルガリア
ヨーグルト／ﾍﾞｰｺﾝ（無
添加）

えのきたけ／ほんしめじ
／にんじん／玉葱／おろ
しにんにく（チューブ／
西洋かぼちゃ／きゅうり
／バレンシアオレンジ

牛乳

☆インドサモサ

牛乳

たんぱく質 19.9 ｇ

／
脂　質 15.0 ｇ

木

17
スパゲッティ／サラダ油
／とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／じゃがいも／さ
つまいも／白すり胡麻／
精白米

牛乳１Ｌ／豚ひき肉／★
大豆(国産､ゆで）／サラ
ダチーズ／★さくらえび
(素干し)／★揚げ玉／手
もみ造り本かつお節／あ
おのり

にんじん／玉葱／トマト
缶詰(ホール）／トマト
ピューレ／むきえだまめ
(冷凍)／きゅうり／みか
ん(普通､生)

麦茶

☆お好み焼き風おにぎり

牛乳

たんぱく質 25.9 ｇ

／
脂　質 14.7 ｇ

金

18
精白米／さといも／糸こ
んにゃく／三温糖／ホッ
トケーキmix（昭和）／
サラダ油／メープルシ
ロップ

牛乳１Ｌ／油揚げ／削り
節（マルモト）／甘塩鮭
／鶏若鶏肉モモ(皮なし)
／★調製豆乳

こまつな／にんじん／れ
んこん／生しいたけ(菌
床栽培、生)／さやえん
どう／りんご

牛乳

☆豆乳ホットケーキ

牛乳


