
赤色の食品 緑色の食品 黄色の食品 赤色の食品 緑色の食品 黄色の食品 赤色の食品 緑色の食品 黄色の食品
ちらし寿司 ｴﾈﾙｷﾞｰ  820kcal 鮭フレーク,高野豆腐,錦糸卵 椎茸,人参,昆布 米,さとう ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ  866kcal 米

蛋白質     34.1g   刻みのり 味付のり 蛋白質     32.4g   味付けのり
大根サラダ 脂質      23.3g   大根,きゅうり,コーン,人参 ゆず醤油ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 揚げそばあんかけ 脂質      23.9g   豚肉,なると巻 キャベツ,人参,たまねぎ,ピーマン,土生姜 皿うどん,ｷｬﾉｰﾗ油,片栗粉

すまし汁 ｶﾙｼｳﾑ   369mg  豆腐 えのき,ほうれん草,昆布 ｶﾙｼｳﾑ   312mg  

福豆 福豆 いんげんのごま和え いんげん,人参 白ごま,さとう
ゼリー コーヒーゼリー シューマイ シューマイ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ  751kcal 米
鶏じゃが 蛋白質     32.1g   鶏肉,ちくわ 人参,たまねぎ,グリンピース,昆布 じゃがいも,こんにゃく,ｷｬﾉｰﾗ油

脂質      20.7g   さとう
ｶﾙｼｳﾑ   351mg  

おかか和え 糸かつお ブロッコリー,人参 さとう
だし巻き卵 だし巻卵
ミニフィッシュ ミニフィッシュ
牛乳 牛乳
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ  871kcal 食パン
メンチカツ 蛋白質     32.9g   キャノーラ油
サラダ 脂質      37.2g   キャベツ,ブロッコリー,カリフラワー,人参 白ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
コーンポタージュ ｶﾙｼｳﾑ   391mg  豆乳 ｺｰﾝｸﾘｰﾑ缶,たまねぎ キャノーラ油,バター,小麦粉

チーズ チーズ
牛乳 牛乳

ハヤシライス ｴﾈﾙｷﾞｰ  830kcal 豚肉 たまねぎ,人参,グリンピース 米,じゃがいも,キャノーラ油 ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ  815kcal 米
蛋白質     27.6g   ハヤシルウ さばの塩焼き 蛋白質     42.5g   サバ

ツナサラダ 脂質      22.3g   ツナ缶 キャベツ,きゅうり,人参,コーン 白ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 高野豆腐煮 脂質      28.4g   高野豆腐 大根,人参,しめじ,グリンピース,昆布 さとう
ミ二オムレツ ｶﾙｼｳﾑ   362mg  オムレツ ごま和え ｶﾙｼｳﾑ   391mg  いんげん,人参 白ごま,さとう
ヨーグルト ヨーグルト 味噌汁 味噌 はくさい,もやし,青菜,昆布

りんご りんご 牛乳 牛乳

牛乳 牛乳

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ  796kcal 米 ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ  598kcal 米
八宝菜 蛋白質     29.4g   豚肉,なると巻 もやし,ピーマン,はくさい,人参,たまねぎ キャノーラ油,片栗粉,ごま油 ふりかけ 蛋白質     20.5g   

脂質      21.1g   しいたけ,土生姜 おでん 脂質      5.9g   鶏肉,ちくわ 大根,人参,昆布 じゃがいも,こんにゃく,さとう

ちくわの磯辺揚げ ｶﾙｼｳﾑ   288mg  ちくわ,青のり粉 小麦粉,キャノーラ油 ｶﾙｼｳﾑ   496mg  

蒸しかぼちゃ 南瓜 白菜のゆかり和え はくさい,ほうれん草,人参,ゆかり さとう
グレープフルーツ グレープフルーツ オレンジ オレンジ
牛乳 牛乳 ジョア ジョア

麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ  666kcal 米,押麦
ふりかけ 蛋白質     35.5g   

ますの香味焼き 脂質      15.6g   マス 土生姜,青ねぎ 白ごま
ｶﾙｼｳﾑ   332mg  

小松菜のナムル 小松菜,キャベツ,人参 ごま油,さとう
けんちん汁 豆腐,ちくわ 大根,人参,昆布,青ねぎ こんにゃく
牛乳 牛乳

ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ  834kcal バターロール
ジャム 蛋白質     29.7g   いちごミックスジャム

焼きそば 脂質      25g   豚肉,糸かつお,青のり粉 たまねぎ,人参,キャベツ,もやし,ピーマン 中華そば,ｷｬﾉｰﾗ油
ごぼうサラダ ｶﾙｼｳﾑ   332mg  大根,ごぼう,ブロッコリー,コーン,人参 ｺﾞﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
フルーツ缶 黄桃缶,パイン缶
牛乳 牛乳

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ  820kcal 米 麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ  864kcal 米,押麦

すき焼き風煮 蛋白質     34.6g   牛肉,豆腐 はくさい,たまねぎ,人参,青ねぎ,昆布 こんにゃく,キャノーラ油,さとう 鶏肉のごま照焼き 蛋白質     38.2g   鶏肉 小麦粉,さとう,白ごま

脂質      23.4g   脂質      29.5g   キャノーラ油

ごま和え ｶﾙｼｳﾑ   455mg  ほうれん草,はくさい,人参 白ごま,さとう ひじき煮 ｶﾙｼｳﾑ   373mg  ひじき,うすあげ,ちくわ 人参,いんげん,昆布 ｷｬﾉｰﾗ油,さとう

青のりポテト 青のり粉 フライドポテト,キャノーラ油 キャベツとｳｨﾝﾅｰの炒め物 ウインナー キャベツ,ピーマン,コーン キャノーラ油

ゼリー ぶどうｾﾞﾘｰ 豆乳味噌汁 豆乳,味噌 ほうれん草,しめじ,昆布 さつま芋

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

丸パン ｴﾈﾙｷﾞｰ  635kcal マルロール
ジャム 蛋白質     16.9g   いちごミックスジャム

マカロニのクリーム煮 脂質      24.8g   カットベーコン,牛乳 南瓜,ほうれん草,人参,たまねぎ マカロニ,ｷｬﾉｰﾗ油,クリームルウ

サラダ ｶﾙｼｳﾑ   308mg  キャベツ,きゅうり,人参,コーン ゆず醤油ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
りんご りんご
牛乳 牛乳

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ  732kcal 米
ポークチャップ 蛋白質     28.6g   豚肉 人参,ピーマン,たまねぎ,パセリ さとう,キャノーラ油

脂質      17.2g   

ポテトサラダ ｶﾙｼｳﾑ   322mg  ツナ缶 きゅうり,人参 じゃがいも,マヨドレ

コンソメスープ 大根,キャベツ,しめじ

ゼリー みかんｾﾞﾘｰ
牛乳 牛乳

◆材料の都合により、内容を多少変更する場合がありますのでご了承ください。
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◆赤はからだをつくる食品、緑はからだの調子をととのえる食品、黄はからだを動かすエネルギーの
もとになる食品です。

9 土 19 火

10 日 20 水


