
主　食 飲み物 お　　　　か　　　　ず
おもにエネルギーの

もとになる食品
おもに体をつくるも

とになる食品
おもに体の調子を

整えるもとになる食品
エネルギー
(kcal)

たん白質
(g)

冬野菜のシチュー
チキンガーリックステーキ
オレンジ

大根と鶏肉だんごのしょうがスープ
豆腐ハンバーグ
わかめともやしとにんじんのサラダ
かきたま汁
たらのごまみそたれかけ
マスカットゼリー

大学いも
ミニトマト

きりたんぽ汁
いわしのみぞれ煮
ひじきの五目煮
プルーン
ほうれん草のクリームスープ
メンチカツ
りんご
わかめスープ
春巻
肉野菜炒め
オムレツ
みかん

ひじきぎょうざ
小松菜のナムル

けんちん汁
鶏肉のねぎみそ揚げ
ほうれんそうの煮浸し
アセロラゼリー
コーンポタージュ
ハンバーグデミグラスソース
ポテトサラダ
打ち豆汁
かれいの野菜あんかけ
ミニトマト
のりの佃煮

おでん
白ごまつくね
和風サラダ

さつまいもの天ぷら
オレンジ

かぼちゃのみそ汁
豚肉のおろしソースがけ
きんぴられんこん
ヌードルスープ
フライドチキン
ブロッコリーと根菜のサラダ
クリスマスケーキ（チョコ）

・都合により食材料を変更することがありますのでご了承ください。

・おはしはきれいに洗って毎日必ず忘れずに持参するようお願いします。

パン 米粉めん なたね油
小麦粉 でんぷん
ドレッシング
クリスマスケーキ（チョコ）
（冷凍・２６）

牛乳 ベーコン
鶏もも（皮なし）

にんじん たまねぎ キャベツ
とうもろこし にんにく
しょうが ブロッコリー
だいこん 769 32.623 月 ○

さきたまライス
ボール

牛乳

米 でんぷん なたね油
さとう

牛乳 油揚げ
煮干（だしパック）（セ）
みそ ぶた肉 さつまあげ

西洋かぼちゃ（角切り）バラ
たまねぎ ほうれんそう
だいこん れんこん にんじん

847 28.120 金 ○ ごはん 牛乳

うどん なたね油 ごま
さとう さつまいも 小麦粉

とり肉 油揚げ みそ 牛乳 だいこん にんじん ながねぎ
ほうれんそう しいたけ
しめじ オレンジ

766 23.919 木 ○ ごまみそうどん 牛乳

米 じゃがいも ちくわぶ
さとう でんぷん
ドレッシング

牛乳 こんぶ 焼ちくわ
揚げボール うずら卵
白ごまつくね（レバー入り）・
（冷凍・２０）

だいこん にんじん もやし
えだまめ

791 28.218 水 ○ 茶めし 牛乳

米 さといも なたね油
さとう でんぷん

牛乳 打ち豆 油揚げ
煮干（だしパック）（セ）
みそ
かれいの立田揚げ（冷凍・
５０） のり

ごぼう にんじん だいこん
ながねぎ もやし ピーマン
ミニトマト

745 28.217 火 ○ ごはん 牛乳

パン なたね油
ホワイトルウ じゃがいも
マヨネーズ

牛乳
ハンバーグ（冷凍・焼目あ
り・５０）

たまねぎ とうもろこし
エリンギ（しなちくカット）
にんじん

907 30.416 月 バターロール 牛乳

米 さといも なたね油
でんぷん さとう

牛乳 とうふ 油揚げ
とり肉 みそ かつおぶし

だいこん にんじん ごぼう
しょうが ながねぎ
ほうれんそう 843 28.413 金 ○ ごはん 牛乳

中華めん ごま油 ごま
なたね油 さとう
ドレッシング

ぶた肉 みそ 牛乳 チンゲンサイ えのきたけ
ながねぎ にんじん にんにく
しょうが こまつな もやし

866 32.912 木 ○ たんたんめん 牛乳

米 麦 じゃがいも
カレールー なたね油

ぶた肉 豆乳 牛乳 たまねぎ にんじん しょうが
にんにく みかん 860 31.211 水 カレーライス 牛乳

米 でんぷん なたね油
さとう

牛乳 わかめ うずら卵
春巻（冷凍・５０） ぶた肉

たまねぎ にんじん ながねぎ
キャベツ にら しょうが
にんにく

788 23.110 火 ○ ごはん 牛乳

パン じゃがいも なたね油
ホワイトルウ

牛乳 とり肉
メンチカツ（冷凍・ぶた肉・６
０）

にんじん たまねぎ しめじ
ほうれんそう 845 29.79 月 ツイストパン 牛乳

米 きりたんぽ なたね油
さとう

牛乳 とり肉 いわし ひじき
ぶた肉 大豆

にんじん はくさい まいたけ
ながねぎ プルーン

798 28.66 金 ○ ごはん 牛乳

うどん なたね油 さとう
さつまいも(乱切り）
水あめ ごま

ぶた肉 みそ 牛乳 にんじん たまねぎ たけのこ
しいたけ チンゲンサイ
ながねぎ しょうが
ミニトマト

750 24.35 木 ○ 肉みそうどん 牛乳

米 なたね油 さとう
でんぷん ごま

とり肉 油揚げ 凍り豆腐
牛乳 たまご
たら角切り（冷凍・でんぷん
付き） みそ

にんじん ごぼう しいたけ
えだまめ たまねぎ こまつな

845 32.14 水 ○
鶏ごぼうごは

ん
牛乳

米 じゃがいも なたね油
さとう でんぷん
ドレッシング

牛乳 とり肉つくね（冷凍）
豆腐バーグ（冷凍・６０）ボイ
ルインバック わかめ

にんじん だいこん しょうが
たまねぎ もやし 738 26.13 火 ○ ごはん 牛乳

パン じゃがいも なたね油
ホワイトルウ でんぷん

牛乳 ベーコン とり肉 にんじん たまねぎ
エリンギ（しなちくカット）
かぶ（根、葉付き）
ブロッコリー しめじ
にんにく オレンジ

851 32.02 月 子供パン 牛乳
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