
給　食 ３時おやつ 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

1 弁当 麦茶

(金) (弁当持参お願いします) 菓子

・

2

(土)

7 中華風まぜごはん 牛乳 エネルギー 569 kcal

・ きゅうりの昆布あえ メロン たんぱく質 19.0 ｇ

21 春雨スープ 菓子 脂 質 17.3 ｇ

(木) カルシウム 325 mg

8 親子丼 牛乳 エネルギー 646 kcal

・ もやしのナムル にゅうめん たんぱく質 27.8 ｇ

22 すまし汁 脂 質 17.3 ｇ

(金) カルシウム 351 mg

9 ビーフンソテー 麦茶 エネルギー 204 kcal

・ チーズ 菓子 たんぱく質 8.9 ｇ

30 脂 質 8.3 ｇ

(土) カルシウム 132 mg

11 ごはん 牛乳 エネルギー 646 kcal

・ 酢豚風ソテー きび団子 たんぱく質 26.8 ｇ

25 キャベツのあえもの 脂 質 17.4 ｇ

(月) カルシウム 344 mg

12 ごはん 牛乳 エネルギー 652 kcal

・ 魚の香味炒め オレンジゼリー たんぱく質 26.9 ｇ

26 ポテトサラダ 菓子 脂 質 23.1 ｇ

(火) カルシウム 303 mg

13 ごはん 牛乳 エネルギー 642 kcal

・ ツナとじゃが芋の煮物 豆乳きな粉蒸しパン たんぱく質 20.1 ｇ

27 中華スープ 脂 質 18.5 ｇ

(水) カルシウム 334 mg

14 ごはん 牛乳 エネルギー 618 kcal

・ みそけんちん汁 いちごジャムサンド たんぱく質 24.9 ｇ

28 南瓜煮付 脂 質 16.7 ｇ

(木) カルシウム 370 mg

ハヤシライス 牛乳 エネルギー 894 kcal

15 マカロニサラダ ココアケーキ たんぱく質 26.0 ｇ

(金) ゼリー 脂 質 24.1 ｇ

カルシウム 367 mg

ごはん 牛乳 エネルギー 586 kcal

18 八宝豆腐 かんきつ類 たんぱく質 23.5 ｇ

(月) 切干大根サラダ 菓子 脂 質 22.8 ｇ

カルシウム 414 mg

ごはん 牛乳 エネルギー 815 kcal

19 魚の竜田揚げ カップケーキ たんぱく質 30.4 ｇ

(火) いそあえ 脂 質 37.3 ｇ

カルシウム 359 mg

ロールパン（にんじん） 牛乳 エネルギー 621 kcal

20 チキンとマカロニのソテー おかかおにぎり たんぱく質 25.4 ｇ

(水) トマトのごまあえ 脂 質 19.4 ｇ

カルシウム 349 mg

肉うどん 麦茶 エネルギー 317 kcal

23 チーズ 菓子 たんぱく質 14.1 ｇ

(土) 脂 質 6.7 ｇ

カルシウム 155 mg

ロールパン（プレーン） 牛乳 エネルギー 646 kcal

29 クリームシチュー わかめおにぎり たんぱく質 27.1 ｇ

(金) じゃこ炒め 脂 質 19.6 ｇ

カルシウム 520 mg

たまねぎ、チンゲンサ
イ、にんじん、ごま、
グリンピース、カット
わかめ

コンソメ、食塩、こ
しょう
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米、はるさめ、ごま油、
砂糖

牛乳、豚ひき肉 メロン、きゅうり、に
んじん、チンゲンサ
イ、ねぎ、エリンギ、
塩こんぶ、しょうが

しょうゆ、鶏がらスー
プの素、酒、食塩、こ
しょう

米、干しそうめん、三温
糖、ごま油

牛乳、卵、鶏もも肉 たまねぎ、もやし、え
のきたけ、にんじん、
しめじ、あさつき、み
つば、いりごま、カッ
トわかめ、こんぶ

だし汁、しょうゆ、み
りん、白しょうゆ、食
塩

ビーフン、油 豚もも肉、チーズ たまねぎ、チンゲンサ
イ、赤ピーマン

しょうゆ、食塩、酒、
こしょう

米、白玉粉、上新粉、砂
糖、油、片栗粉

牛乳、豚もも肉、しら
す干し、豆腐、きな粉

たまねぎ、キャベツ、
にんじん、ピーマン

しょうゆ、ケチャッ
プ、酢、酒、コンソ
メ、食塩、こしょう

じゃがいも、米、砂糖、
マヨネーズ、油

牛乳、メカジキ 100％オレンジジュー
ス、にんじん、みかん
缶、きゅうり、ねぎ、
アガー、しょうが

しょうゆ、酒、みり
ん、食塩、こしょう

じゃがいも、米、小麦
粉、砂糖、油、三温糖

牛乳、無調整豆乳、ツ
ナ油漬缶、きな粉

たまねぎ、にんじん、
トウミョウ、もやし、
さやいんげん

だし汁、しょうゆ、み
りん、ベーキングパウ
ダー、鶏がらスープの
素、食塩

米、食パン、油、三温糖 牛乳、木綿豆腐、鶏も
も肉、赤みそ

かぼちゃ、だいこん、
にんじん、いちごジャ
ム、ねぎ、えのきたけ

だし汁、しょうゆ、み
りん

米、じゃがいも、小麦
粉、マカロニ、砂糖、マ
ヨネーズ、バター、上新
粉、油、ゼリー

牛乳、豚もも肉、豆乳
クリーム

たまねぎ、にんじん、
きゅうり、コーン缶、
トマトピューレ、グリ
ンピース

ケチャップ、ココア、
コンソメ、ウスター
ソース、ベーキングパ
ウダー、酒、食塩、こ
しょう

米、マヨネーズ、油、片
栗粉、砂糖、ごま油

牛乳、木綿豆腐、豚も
も肉、ツナ油漬缶

かんきつ類、たまね
ぎ、チンゲンサイ、に
んじん、きゅうり、切
り干しだいこん、しめ
じ、しょうが

だし汁、白しょうゆ、
しょうゆ、酒、食塩、
こしょう

米、油、片栗粉、カップ
ケーキ

牛乳、メカジキ キャベツ、にんじん、
こまつな、しょうが、
刻みのり

しょうゆ、酒

ロールパン（にんじ
ん）、米、マカロニ、砂
糖、油

牛乳、鶏もも肉、ツナ
油漬缶、かつお節

たまねぎ、トマト、に
んじん、きゅうり、
ピーマン、しめじ、す
りごま

しょうゆ、りんご酢、
コンソメ、酒、食塩、
こしょう

干しうどん 豚もも肉、チーズ たまねぎ、にんじん、
こまつな、こんぶ

だし汁、しょうゆ、み
りん

じゃがいも、ロールパン
（プレーン）、米、上新
粉、油

牛乳、鶏もも肉、スキ
ムミルク、しらす干し


