
日 曜 献立 赤の食品 緑の食品 黄の食品

昼 おやつ 血や肉になる 体の調子を整える 働く力になる

2 月 ちらし寿司 フルーツポンチ ｴﾈﾙｷﾞｰ  640kcal 昆布,高野豆腐 椎茸,きゅうり,人参.コーン 米,きび砂糖,きび砂糖

ひなあられ 蛋白質     24.6g   

鮭のマヨ焼き 牛乳 脂質      14.9g   鮭 パセリ マヨドレ

ほうれん草と麩のすまし汁 食塩      1.9g   ほうれん草 麩

3 火 お別れ会 ピーチケーキ ｴﾈﾙｷﾞｰ  704kcal

ケチャップライス カルピス 蛋白質     23.1g   ハム たまねぎ,コーン,人参,ピーマン 米,ｷｬﾉｰﾗ油

鶏肉のﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ焼き 脂質      20.1g   鶏肉 ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ

ブロッコリーのおかか和え 食塩      2.3g   糸かつお ブロッコリー,人参 きび砂糖

キャベツと玉ねぎののスープ キャベツ,たまねぎ

4 水 ごはん ジャムパン ｴﾈﾙｷﾞｰ  654kcal 米

納豆かき揚げ 牛乳 蛋白質     18.4g   納豆,ちくわ 南瓜,ごぼう,たまねぎ,人参 小麦粉,片栗粉,ｷｬﾉｰﾗ油

ひじきサラダ 脂質      21.3g   ひじき,きゅうり,人参,コーン マヨドレ,白すりごま,きび砂糖

豆腐と青菜の味噌汁 食塩      1.7g   豆腐,味噌 青菜

5 木 麦ごはん 豆乳きな粉かん ｴﾈﾙｷﾞｰ  644kcal 米,押麦

酢鶏 牛乳 蛋白質     19.7g   鶏肉 土生姜,たまねぎ,ピーマン,しいたけ 片栗粉,ｷｬﾉｰﾗ油,きび砂糖

脂質      20.6g   パプリカ,パプリカ,たけのこ

マカロニサラダ 食塩      1.8g   人参,きゅうり マカロニ,マヨドレ

わかめと南瓜のスープ わかめ 南瓜

6 金 ごはん ポップコーン ｴﾈﾙｷﾞｰ  535kcal 米

肉じゃが 牛乳 蛋白質     18.3g   牛肉 たまねぎ,人参,いんげん じゃがいも,こんにゃく,ｷｬﾉｰﾗ油

脂質      14.3g   きび砂糖

もやしの和え物 食塩      2.2g   もやし,きゅうり,人参 きび砂糖

切干大根としめじの味噌汁 味噌 切干大根,しめじ,青ねぎ

7 土 麻婆丼 ぱりんこ ｴﾈﾙｷﾞｰ  614kcal 豆腐,豚ミンチ,味噌 たまねぎ,ピーマン,土生姜 米,ｷｬﾉｰﾗ油,きび砂糖,片栗粉

牛乳 蛋白質     22.5g   ごま油

具だくさんスープ 脂質      19.2g   わかめ 人参,青ねぎ 春雨

食塩      2.5g   

9 月 アマランサスごはん ちぢみ ｴﾈﾙｷﾞｰ  612kcal 米,アマランサス

ｶﾗﾌﾄししゃもの和風ﾏﾘﾈ 牛乳 蛋白質     21.9g   ししゃも たまねぎ,人参,ピーマン,レモン,レモン汁 片栗粉,ｷｬﾉｰﾗ油,きび砂糖

小松菜の和え物 脂質      17.3g   小松菜,切干大根,人参 きび砂糖

南瓜と玉ねぎの味噌汁 食塩      2.4g   味噌 南瓜,たまねぎ,青ねぎ

10 火 アニマルカレー シマウマ蒸しパン ｴﾈﾙｷﾞｰ  728kcal 豚肉 じゃがいも,人参,たまねぎ,人参,レーズン 米,ｷｬﾉｰﾗ油

牛乳 蛋白質     21.6g   コーン,パセリ

ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ 脂質      19.3g   キャベツ,ブロッコリー,人参 ｷｬﾉｰﾗ油

プチゼリー 食塩      1.8g   まけんゼリー

11 水 ごはん かぼちゃケーキ ｴﾈﾙｷﾞｰ  622kcal 米

肉野菜炒め 牛乳 蛋白質     20.9g   豚肉 キャベツ,たまねぎ,人参,ピーマン ｷｬﾉｰﾗ油

青のりポテト 脂質      17.6g   青のり粉 じゃがいも,ｷｬﾉｰﾗ油

もやしとしめじのスープ 食塩      1.8g   もやし,しめじ,パセリ

12 木 アマランサスごはん ふかし芋 ｴﾈﾙｷﾞｰ  504kcal 米,アマランサス

白身魚の煮付け 牛乳 蛋白質     20.2g   ホキ きび砂糖

脂質      10.1g   

ブロッコリーのごま和え 食塩      1.8g   ブロッコリー,人参 白すりごま,きび砂糖

豆腐とえのきとわかめのすまし汁 豆腐,わかめ えのき

13 金 ひじきスパゲティ 上用饅頭 ｴﾈﾙｷﾞｰ  461kcal 豚ミンチ ひじき,人参,たまねぎ,にんにく,青ねぎ スパゲティ,ｷｬﾉｰﾗ油,ｷｬﾉｰﾗ油

牛乳 蛋白質     17.4g   きび砂糖

コロコロサラダ 脂質      18.5g   南瓜,人参,きゅうり マヨドレ

春キャベツのスープ 食塩      2.2g   春キャベツ,コーン

14 土 ツナピラフ アンパンマンせんべい ｴﾈﾙｷﾞｰ  525kcal ツナ缶 たまねぎ,ひじき,コーン,人参 米,ｷｬﾉｰﾗ油

具だくさんスープ 牛乳 蛋白質     15.8g   豆腐,わかめ 青ねぎ じゃがいも

脂質      14.1g   

食塩      2g   
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日 曜 献立 赤の食品 緑の食品 黄の食品

昼 おやつ 血や肉になる 体の調子を整える 働く力になる

16 月 キーマカレー みたらしマカロニ ｴﾈﾙｷﾞｰ  727kcal 合挽ミンチ たまねぎ,コーン,人参,トマト缶,いんげん 米,じゃがいも,ｷｬﾉｰﾗ油

牛乳 蛋白質     20.1g   

野菜サラダ 脂質      24.3g   キャベツ,きゅうり,人参 マヨドレ

黄桃缶 食塩      2g   黄桃缶

17 火 ごはん シュガートースト ｴﾈﾙｷﾞｰ  610kcal 米

鶏肉と根菜の煮物 牛乳 蛋白質     20.7g   鶏肉,厚あげ 大根,ごぼう,しいたけ,人参,いんげん こんにゃく,きび砂糖,ｷｬﾉｰﾗ油

ほうれん草とｺｰﾝの炒め物 脂質      20.8g   ほうれん草,コーン ｷｬﾉｰﾗ油

もやしと麩の味噌汁 食塩      1.8g   味噌 もやし,青ねぎ 麩

18 水 ミネラルロール パインヨーグルト ｴﾈﾙｷﾞｰ  639kcal ミネラルロール

クリームシチュー ぱりんこ 蛋白質     21.7g   鶏肉,豆乳 たまねぎ,人参,ほうれん草 じゃがいも,ｷｬﾉｰﾗ油,クリームルウ

ブロッコリーサラダ 牛乳 脂質      26.5g   ブロッコリー,人参 ｷｬﾉｰﾗ油,きび砂糖

清見オレンジ 食塩      2.4g   清見オレンジ

19 木 ごはん おにぎり ｴﾈﾙｷﾞｰ  612kcal 米

白身魚の塩麹焼き レバーの甘辛煮 蛋白質     27g   たら

白菜のゆかり和え 牛乳 脂質      11.9g   はくさい,小松菜,人参 きび砂糖

厚揚げと大根の味噌汁 食塩      1.9g   厚あげ,味噌 大根,青ねぎ

21 土 豚丼 ぽたぽた焼 ｴﾈﾙｷﾞｰ  551kcal 豚肉 たまねぎ,青ねぎ 米,こんにゃく,きび砂糖

牛乳 蛋白質     21g   

具だくさん味噌汁 脂質      12.2g   厚あげ,わかめ,味噌 はくさい じゃがいも

食塩      2g   

23 月 ごはん きな粉おにぎり ｴﾈﾙｷﾞｰ  626kcal 米

白身魚の照り焼き 牛乳 蛋白質     25.6g   ホキ きび砂糖

高野豆腐煮 脂質      12.4g   高野豆腐 人参,いんげん きび砂糖

麩とわかめの味噌汁 食塩      2g   わかめ,味噌 麩

24 火 ごはん メロントースト ｴﾈﾙｷﾞｰ  743kcal 米

鶏肉の唐揚げ 牛乳 蛋白質     25.6g   鶏肉 土生姜,にんにく 片栗粉,ｷｬﾉｰﾗ油

切干大根サラダ 脂質      29.7g   切干大根,きゅうり,人参 ｷｬﾉｰﾗ油,きび砂糖

玉ねぎとうす揚げの味噌汁 食塩      1.6g   うすあげ,味噌 たまねぎ,青ねぎ

25 水 ごはん じゃが芋のお焼き ｴﾈﾙｷﾞｰ  540kcal 米

さばの塩焼き 牛乳 蛋白質     21.9g   サバ

小松菜の磯和え 脂質      16g   刻みのり 小松菜,もやし,人参 きび砂糖

しめじと白菜の味噌汁 食塩      1.3g   味噌 しめじ,はくさい,青ねぎ

26 木 ごはん 豆腐ドーナツ ｴﾈﾙｷﾞｰ  775kcal 米

鶏肉のごま焼き 牛乳 蛋白質     28.4g   鶏肉 白ごま,黒ごま,小麦粉,ｷｬﾉｰﾗ油

大豆の五目煮 脂質      31.6g   大豆 椎茸,人参,いんげん こんにゃく,きび砂糖

玉ねぎとわかめの味噌汁 食塩      1.8g   わかめ,味噌 たまねぎ

27 金 ごはん 麩のラスク ｴﾈﾙｷﾞｰ  539kcal 米

牛肉のしぐれ煮 りんご 蛋白質     20.6g   牛肉 ごぼう,たまねぎ,土生姜,青ねぎ こんにゃく,きび砂糖

牛乳 脂質      16g   

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの味噌マヨ和え 食塩      1.4g   味噌 ブロッコリー,人参 マヨドレ

えのきと青菜のすまし汁 えのき,青菜

28 土 チャーハン ぱりんこ ｴﾈﾙｷﾞｰ  508kcal 豚ミンチ ひじき,たまねぎ,青ねぎ,人参 米,ｷｬﾉｰﾗ油

具だくさんスープ 牛乳 蛋白質     15.7g   豆腐 しめじ,キャベツ,人参

脂質      14.7g   

食塩      1.7g   

30 月 ごはん ちんすこう ｴﾈﾙｷﾞｰ  627kcal 米

ポークビーンズ 牛乳 蛋白質     19.6g   豚肉,大豆 たまねぎ,人参,しめじ,トマト缶,パセリ じゃがいも,ｷｬﾉｰﾗ油,きび砂糖

脂質      19.3g   

コールスローサラダ 食塩      1.8g   キャベツ,きゅうり,人参,コーン ｷｬﾉｰﾗ油,きび砂糖

ほうれん草と大根のスープ ほうれん草,大根

31 火 中華丼 プリン ｴﾈﾙｷﾞｰ  672kcal 豚肉,かまぼこ たまねぎ,はくさい,人参,ピーマン,椎茸 米,ｷｬﾉｰﾗ油,ごま油,片栗粉

ぽたぽた焼 蛋白質     21.2g   

竹輪の甘辛炒め 牛乳 脂質      17.4g   ちくわ,青のり粉 人参 ｷｬﾉｰﾗ油

春雨のスープ 食塩      2.7g   わかめ 春雨
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