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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 その他

01 昼食 御飯 米 エネルギー 633 kcal

火 納豆 挽きわり納豆 しょうゆ たんぱく質 25.3 ｇ

鶏から揚げの甘酢あん 砂糖、油、片栗粉 鶏もも肉（皮付き）、ごま
しょうゆ、酒、みりん、酢、おろし
にんにく、おろししょうが

脂　　質 24 ｇ

ポテトサラダ じゃがいも、マヨネーズ きゅうり、りんご、にんじん、コーン缶 食塩 カルシウム 281 ｇ

里芋の味噌汁 さといも、生いも板こんにゃく 米みそ（淡色辛みそ）、油揚げ だいこん、にんじん、ごぼう かつお・昆布だし汁

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

02 昼食 まるパン コッペパン エネルギー 608 kcal

水 スライスチーズ スライスチーズ たんぱく質 27.4 ｇ

ハンバーグ パン粉、油 牛ひき肉、牛乳、卵 たまねぎ ケチャップ、食塩、こしょう 脂　　質 29.3 ｇ

れんこんのマヨ和え マヨネーズ
れんこん、きゅうり、だい
こん、コーン缶、うめ干
し、しそ

食塩 カルシウム 363 ｇ

アルファベットスープ マカロニ・スパゲティー、油 ベーコン
たまねぎ、キャベツ、に
んじん、セロリー、にん
にく

食塩、コンソメ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

03 昼食 散らし寿司 米、砂糖 卵、ちくわ、でんぶ
れんこん、にんじん、か
んぴょう（乾）、干ししい
たけ

酢、しょうゆ、食塩 エネルギー 523 kcal

木 鮎の甘露煮 砂糖 あゆ しょうゆ、酒、みりん たんぱく質 26.6 ｇ

菜の花ごまあえ 砂糖 かにかまぼこ、ごま なばな、はくさい、にんじん しょうゆ 脂　　質 13.7 ｇ

かき玉汁 片栗粉 卵 たまねぎ、糸みつば、しいたけ かつおだし汁、しょうゆ、食塩 カルシウム 409 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

04 昼食 ソフト麺 ソフト麺 エネルギー 534 kcal

金 ミソソース 油、砂糖 牛ひき肉、赤みそ、豚ひき肉 たまねぎ、にんじん、なす 食塩 たんぱく質 24.1 ｇ

大豆とツナの和風オムレツ 油 卵、ツナ油漬缶、だいず水煮缶詰 たまねぎ 酒、めんつゆ・ストレート、しょうゆ 脂　　質 24.9 ｇ

グリーンサラダ フレンチドレッシング（乳化型） きゅうり、ブロッコリー、トマト、キャベツ カルシウム 286 ｇ

オニオンスープ ベーコン はくさい、たまねぎ、にんじん コンソメ、食塩
焼きプリンタルト 砂糖 牛乳、卵
牛乳 牛乳

07 昼食 御飯 米 エネルギー 553 kcal

月 八宝菜 油、片栗粉、砂糖
豚肉(もも)、えび、い
か、うずら卵水煮缶

はくさい、にんじん、た
けのこ（ゆで）、干ししい
たけ

しょうゆ、酒、中華だしの素、食塩 たんぱく質 21.7 ｇ

春雨サラダ 砂糖、はるさめ、ごま油 ハム、ごま にんじん、きゅうり、コーン（冷凍） しょうゆ、酢、中華だしの素 脂　　質 15.3 ｇ

きくらげのスープ
えのきたけ、にんじん、
たまねぎ、黒きくらげ 中華スープ、食塩 カルシウム 263 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

08 昼食 炊き込みおこわ 米、もち米、砂糖 鶏もも肉（皮付き） たけのこ、にんじん、干ししいたけ かつおだし汁、しょうゆ、食塩 エネルギー 593 kcal

火 さんまの塩焼き さんま 食塩 たんぱく質 26.4 ｇ

肉じゃが じゃがいも、しらたき、砂糖、油 豚肉(肩ロース) にんじん、たまねぎ、さやえんどう しょうゆ、みりん、食塩 脂　　質 23.2 ｇ

豆腐すまし汁 木綿豆腐、かまぼこ チンゲンサイ、えのきたけ かつおだし汁、しょうゆ、食塩 カルシウム 270 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

09 昼食 クロワッサン クロワッサン エネルギー 520 kcal

水 鶏と野菜のカップ焼き パン粉 鶏むね肉、バター、粉チーズ ほうれんそう、たまねぎ
ケチャップ、ウスター
ソース、食塩、こしょう

たんぱく質 21.1 ｇ

コールスローサラダ マヨネーズ
きゅうり、キャベツ、り
んご、コーン（冷凍） 酢、食塩、こしょう 脂　　質 25.5 ｇ

野菜スープ 油
だいこん、にんじん、
たまねぎ、コーン缶、
しめじ、セロリー

コンソメ、食塩、こしょう カルシウム 281 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)
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10 昼食 御飯 米 エネルギー 545 kcal

木 牛肉と小松菜炒め 油、片栗粉 牛肉(もも)
こまつな、たまねぎ、
ピーマン、にんにく

酒、しょうゆ、食塩、こしょう たんぱく質 19 ｇ

切干大根のはりはり 砂糖、ごま油 ごま
にんじん、ほうれんそ
う、切り干しだいこん しょうゆ 脂　　質 22 ｇ

白菜のみそ汁 米みそ（淡色辛みそ）、かまぼこ はくさい、ねぎ、にんじん かつお・昆布だし汁 カルシウム 390 ｇ

ごま団子 油、小麦粉、砂糖 ごま、卵
ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

11 昼食 野菜たっぷりカレーライス 米、じゃがいも
たまねぎ、にんじん、グ
リンピース（冷凍）、にん
にく

カレールウ、ケチャッ
プ、食塩、ウスターソー
ス

エネルギー 530 kcal

金 豚かつ パン粉、油、小麦粉 豚肉(ヒレ)、卵 ケチャップ、食塩、こしょう たんぱく質 22.5 ｇ

りんごのサラダ フレンチドレッシング（乳化型） ハム キャベツ、りんご、きゅうり、コーン缶 脂　　質 16.1 ｇ

牛乳 牛乳 カルシウム 235 ｇ

14 昼食 御飯 米 エネルギー 564 kcal

月 大根と豚肉の煮物 油、砂糖 豚肉(もも) だいこん、たまねぎ、にんじん しょうゆ、本みりん たんぱく質 22.2 ｇ

もやしとニラの和え物 ごま油 焼き豚 もやし、にんじん、にら しょうゆ 脂　　質 19.5 ｇ

生揚げのみそ汁 さといも 白みそ、生揚げ にんじん、ねぎ、カットわかめ 煮干だし汁 カルシウム 316 ｇ

シューアイス 砂糖 牛乳、卵
ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

16 昼食 パインぱん コッペパン パイン缶 エネルギー 514 kcal

水 ウインナーのカラフル野菜炒め 油 ウインナー キャベツ、たまねぎ、赤ピーマ
ン、ピーマン、しめじ

オイスターソース、食塩、こしょう たんぱく質 21.2 ｇ

チンゲンサイのサラダ ちくわ だいこん、ほうれんそう、チンゲ
ンサイ、にんじん

ノンオイル和風ドレッシング 脂　　質 23.1 ｇ

クリームシチュー じゃがいも、油 牛乳、鶏もも肉、バター たまねぎ、まいたけ、にんじん、しめじ コンソメ、食塩 カルシウム 310 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

17 昼食 御飯 米 エネルギー 552 kcal

木 納豆 挽きわり納豆 しょうゆ たんぱく質 27.7 ｇ

さばのしょうが煮 砂糖 さば しょうが 酒、しょうゆ 脂　　質 15.2 ｇ

筑前煮 さといも、砂糖 鶏もも肉
れんこん、にんじん、ご
ぼう、いんげん

かつおだし汁、しょうゆ、酒、みりん カルシウム 263 ｇ

なめこ汁 米みそ（淡色辛みそ） だいこん、なめこ、ねぎ、にんじん 煮干だし汁
なつみかん なつみかん
ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

18 昼食 ソース焼きそば 焼きそばめん、油 豚肉(ばら)、かまぼこ
キャベツ、たまねぎ、に
んじん、ピーマン、あお
のり

ウスターソース、食塩 エネルギー 658 kcal

金 シュウマイ
しゅうまいの皮、片栗
粉、砂糖、ごま油 豚ひき肉 たまねぎ、しょうが しょうゆ、酒、食塩 たんぱく質 22.2 ｇ

人参ナムル ごま
にんじん、だいこん、
きょうな、コーン（冷凍） 酢、みりん、しょうゆ 脂　　質 25.9 ｇ

杏仁豆腐 砂糖 牛乳
もも缶、みかん缶、パイ
ン缶、バナナ、かんて
ん

シナモン カルシウム 285 ｇ

中華スープ はるさめ しいたけ、にんじん、にら、カットわかめ しょうゆ、中華だしの素

牛乳 牛乳
22 昼食 ぶどうぱん ぶどうパン エネルギー 545 kcal

火 たらのグラタン じゃがいも、小麦粉 牛乳、たら、ピザ用チーズ、バター たまねぎ パセリ粉、こしょう たんぱく質 26.9 ｇ

マカロニサラダ マカロニ、マヨネーズ 卵、ハム きゅうり、にんじん 脂　　質 18.5 ｇ

豆乳スープ 豆乳、ベーコン たまねぎ、かぼちゃ、だ
いこん、にんじん 食塩、コンソメ カルシウム 346 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

23 昼食 わかめ御飯 米 エネルギー 500 kcal

水 チキン南蛮 砂糖、マヨネーズ、片栗
粉、小麦粉 鶏もも肉、卵 たまねぎ 酢、食塩 たんぱく質 22.3 ｇ

里芋と大根の煮物 さといも、砂糖
だいこん、にんじん、い
んげん、干ししいたけ

本みりん、めんつゆ・ストレート 脂　　質 13.1 ｇ

もやしのみそ汁 米みそ（淡色辛みそ）
もやし、にんじん、カット
わかめ

かつお・昆布だし汁 カルシウム 245 ｇ

牛乳 牛乳、
24 昼食 赤飯 米、もち米 あずき（乾） エネルギー 522 kcal

木 牛肉と蓮根の炒め物 油、砂糖 牛肉(もも) れんこん、たまねぎ、に
んじん、にんにく しょうゆ、酒、食塩 たんぱく質 20.4 ｇ

ひじきのマリネ 油、砂糖 ツナ油漬缶
きゅうり、にんじん、だい
こん、コーン缶、ひじき 酢、しょうゆ、食塩 脂　　質 16.6 ｇ

五目みそ汁 さといも、生いも板こんにゃく 米みそ（淡色辛みそ）、油揚げ
だいこん、はくさい、に
んじん、ねぎ

かつお・昆布だし汁 カルシウム 304 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)


