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曜 昼   食 お や つ 赤 :血 や肉になる 黄 :熱 や力となる 緑 :調子をととのえる
エネフレギー
たんばく質

金
玄米ごはん さばの甘酢あん
大根サラダ 味噌汁

Jヽ豆団子

表さば ツナ缶 油揚げ 煮干し

0ヽ つお節 麦みそ ソフト豆腐 あずき

陸稲 かたくり粉 サラダ油 車糖

マヨネーズ 白玉粉

ょ́うが にんじん たまねぎ キャベツ

与ビーマン たけのこ 大根 きゆうリ

ェめこ根深ねぎ

506kcal
165g

土
玄米ごはん おでん風
マカロニサラダ 味噌汁

大学芋

厚揚げ 麦みそ 焼き竹輪 油場げ

甘みそ 煮干し

塞稲 マカロニス′ヾケッティマヨネーズ

さつまいも 車糖 かたくり粉

k根 にんじん ごぼうきゅうリ

イヽートコーン缶言吉えのきたけ たまねぎ

良深ねぎ

51 0kcal

122g

7 木

コーンごはん
ナポリタンス′`ゲティ
野菜サラダ

金平ごぼうおにぎり

ツナ缶 焼き竹輪 陸稲 マカロニスハケッティサラダ油

マヨネーズ ごま油 車糖 ごま

イヽートコーンたまねぎにんじんぶなしめじ

早ピーマン キャベツ きゆうり。ごぼう
508kcal

109g

金

玄米ごはん  赤魚の南蛮漬け
小松菜とツナの和え物
さつま汁

マヨコーントースト

あかうお‐ツナ缶 油揚げ 麦みそ

煮干し

塵稲 薄力粉 サラダ油 車驚

きつまいも食バン マヨネーズ

しまねぎ・にんじん 青ピーマン こまつな

,ょくとうもやし根深ねぎ スイートコーン
504kcal

155g

土

玄米ごはん
チンジャオロース風
スパゲティサラダ  味噌汁

りんごのコンポート

厚揚げ ツナ缶 油揚げ 甘みそ

煮干し

陸稲 ごま油 車糖 マカロニスハケッティ

マヨネーズ

青ピーマン にんじん キャベツ たけのこ

きゅうリスイートコーン西洋かばちや

にまねぎ 根深ねぎ りんご 干しぶどう

508kcaI

122g

月
玄米ごはん  ポークビーンズ

春雨サラダ  味噌汁
磯風味ポテト

だいず 焼き竹輸 木綿豆腐・油揚げ

甘みそ 煮干し

陸稲 じゃがいも サラダ油

普通はるさめ マヨネーズ
=ま

ねぎ 青ピーマン きゆうり・にんじん

リットわかめ 根深ねぎ あおのリ
565kcaI
137g

火

きつねごはん
赤魚の天ぷら～生姜あん～
ビーンズサラダ 味噌汁

ココアケーキ

油揚げ あかうお だいず ツナ缶

甘みそ 煮干し 調製豆手t

奎稲 薄力粉 サラダ油 マヨネーズ

トットケーキミックス車糖

ぶなしめじ きゅうりにんじん スイートコーン

大根 たまねぎ 根深ねぎ
514kcal
189g

水

玄米ごはん  筑前煮
小松菜の磯和え

味噌汁
ひじきおにぎり

厚揚げ 焼き竹輪 油揚げ 煮干し

かつお節 麦みそ

壺稲 じやがいも サラダ油 車糖

ヨ糖陸稲めし

ごぼうにんじん たけのこ乾しいたけ

さやいんげん こまつな りょくとうもやし

焼きのリキャベツ たまねぎ 根深ねぎ

ほしひじき

350kcal
121g

木
玄米ごはん  麻婆豆腐
納豆和え わかめスーブ

黒糖きな粉団子

木綿豆腐 淡色辛みそ 糸弓1き納豆

きな粉

陸稲 サラダ油 車糖 かたくり粉

ごま油 ごま 自玉粉 黒砂糖

こねぎ しょうが にんにくにんじん

たまねぎ こまつな えのきたけ 焼きのリ

カットわかめ 根深ねぎ

577kcal

131g

金
玄米ごはん  魚の味噌焼き
小松菜のナムル  さつま汁

さつま芋蒸しバン

まさは 淡色辛みそ 焼き竹輪

油揚げ 煮干し かつお節 麦みそ

調製豆學L

奎稲 車糖 ごま 車糖 ごま油

つゝまいもホットケーキミックス

こまつな にんじん フラックマッベもやし

たまねぎ 根深ねぎ ５２３ｋ
暁

土
玄米ごはん 五日煮
シーチキンサラダ 味噌汁

みたらし芋

享揚げ だいず ツナ缶 油揚げ

薇千し かつお節 麦みそ

圭稲 車糖 マヨネーズ じゃがいも

ユ糖 かたくり粉

にんじん 大根 さやいんげん

みついし昆布 きゆうリキャベツ たまねぎ

根深ねぎ

512kcal

149g

月
梅しらすごはん 酢豚風
中華サラダ 味噌汁 きな粉トースト

ら́す干し厚揚げ 焼き竹輪

由揚げ 甘みそ・煮干しきな粉

圭稲 サラダ油 車糖 かたくり粉

量豆はるさめ ごま ごま油 食バン

1糖

うめ たけのこたまねぎ にんじん

生しいたけ 青ビーマン きゆうり

ぶなしめじカットわかめ 根深ねぎ

５５２ｋ

４ ８ｇ

火

玄米ごはん
さばのカレー風味焼き
焼きビーフン 味噌汁

赤飯おにぎり

まさば 焼き竹輪 油揚げ 甘みそ

煮干し あずき

望槌 ビーラン サ ラグ 油 焼 きふ 米

」ま

にんじん たまねぎ キャベツ 青ビーマン

カットわかめ 根深ねぎ
527kcal

227g

水
玄米ごはん  がめ煮
納豆和え 味噌汁

チーズパンケーキ

早揚げ 糸引き納豆 油揚げ 甘みそ

薫干し・調製豆乳・プロセステーズ

奎稲 じやがいも 車驚 ホットケーキミックス たまねぎ にんじん さやえんどう

切干しだいこん 焼きのり大根 根深ねぎ
483kcal
142g

木

玄米ごはん

高野豆腐の味噌煮
小松菜の梅肉和え  味噌汁

さつまいものかりん
とう

=野
豆腐 麦みそ 油場げ 甘みそ

魚干し

杢稲 車糖 さつまいも サラダ油 大根 ごぼう にんじん さやいんげん

こまつな・えのきたけ 梅干し

西洋かばちや たまねぎ 根深ねぎ

537kcal

141g

金

玄米ごはん
鮭のチーズ風味フライ
カヽまちやサラダ 味噌汁
フリレーツ(オレンジ)

野菜ゼリー

_ろさけ パルメザンチーズ 油揚げ

甘みそ 煮干し

陸稲 薄力粉 ′ヽン粉 サラダ油

マヨネーズ・じゃがいも 車糖

西 浮 か ほちや にん じん きゆうリ

干しぶどうたまねぎ根深ねぎ
バレンシアオレンジ寒天・りんご飲料

500kcal
167g

土
玄米ごはん  ッナじやが煮
切干大根の胡麻和え  味噌汁

お好み焼き

ンナ缶 焼き竹輸 油揚げ 甘みそ

籠千し。かつお節

陸稲 じゃがいも サラダ油 車糖

ごま 薄力粉

にんじん たまねぎ さやいんげん

こまつな 切干したいこん なめこ

根深ねぎ・キャベツ あおのリ

552kcal

l15g

月

玄米ごはん あじの香味ソース
ひじきと大豆の炒り煮
さつま汁

ソナサンド

にあじ 油揚げ だいず 甘みそ

籠干し ツナ缶

陸稲 サラダ油 車糖 さつまいも

食バン・マヨネーズ

颯深ねぎ しょうが ほしひじき にんじん

彗やいんげんたまねぎ
393kcal
174g

火

玄米ごはん

厚揚げの味増炒め

ポテトサラダ  味噌汁

マカロニあべかわ

早揚げ 淡色辛みそ ツナ缶 油場け

オみそ 煮干しきな粉

陸llB車 橋 じやがいも マヨネース

マカロニスハ・ケッティ車糖

キャベツたまねぎにんじん・乾しいたけ

葉ねぎきゆうり・スイートコーン缶詰・大根

カットわかめ根深ねぎ

500kcal
137g

水
わかめ御飯  ちゃんぼん

野菜のかき揚げ
バナナケーキ

き竹輸・調製豆

'L麦
みそ 陸稲 干し中華めん さつまいも

薄力粉 サラダ油 ネットケーキミックス

わかめ ブラックマッペもやしキャペツ

にんじん きくらげ スイートコーン根深ねぎ

たまねぎ 根みつば ′`ナナ

480kcal
125g

木
玄米ごはん  いり豆腐
納豆和え  味噌汁

うゃがいも餅

綿ヽ豆腐 油揚げ 麦みそ

終引き納豆 甘みそ 煮千じ

サラダ油 車穂 じゃがいも

かたくり粉

たまねぎ にんじん こねぎ こまつな

えのきたけ キャベツ 根深ねぎ・あおのり
554kcal
141g

金

玄米ごはん
鮭のきのこあんかけ
五色なます 味噌汁

毎苔巻きおにぎり

ろ́さけ 油揚げ 甘みそ 煮干し 睦稲 ごま 車糖 ぶなしめじにんじん葉ねぎ大根

きゆうリキヤベツ・たまねぎ根深ねぎ

味付 けの リ

578kcal
180g

土

玄米ごはん
ら、一チヤンプルー

海藻サラダ  なめこ汁

)まいもきなこ

卜綿豆店 焼き竹輪 油揚げ 甘みそ

駄干し きな粉

陸稲 焼きふ サラダ油 車糖

マヨネーズ さつまいも 車糖

たまねぎ にんじん スイー|●―ンこねぎ

キヤベツ プラックマッペもやし

カットわかめ・赤とさか スイートコーン缶詰

なめこ根深ねぎ

581kcal

124g

☆ 今 月 の 平 均 給 与 栄 養 量 ☆

エネッレギー 蛋 自 質 脂  肪 カルシウム 鉄 ビタミンA ビタミンBl ビタミンB2 ビタミンC 食物繊維 塩  分

522 kcal 147g 110g 110 mg 28 mg 138 μ g 032 mg 17 mg 51g


