
　　令和元年度
エネルギー たんぱくしつ おもにからだをつくる おもにねつやちからになる おもにからだのちょうしを

日 曜 しゅしょく のみもの  お  か  ず Kcal g しょくひん(あか) しょくひん(き) ととのえるしょくひん(みどり)

ぶたにくとねぎのまぜごはん ぎゅうにゅう あげだしどうふ ぶたにく　とうふ　あかみそ こめ　でんぷん　さんおんとう さやいんげん　にんにく
3 月 わかめのすましじる 559 23.7 わかめ　ぎゅうにゅう あぶら　ごまあぶら しょうが　ねぎ　だいこん

ぶなしめじ
いわし　だいず　あかみそ こめ　でんぷん　あぶら だいこん　ねぎ　うめぼし

ごはん イワシのばいにくあげ はっちょうみそ　ひじき さんおんとう きりぼしだいこん
4 火 きりぼしだいこんとふくまめのにもの 567 22.9 ぎゅうにゅう こまつな

あかだしのみそしる
わかめごはん あつあげのそぼろに ぶたにく　なまあげ こめ　でんぷん　あぶら にんじん　こまつな　たまねぎ

5 水 なるとのすましじる 590 26.6 わかめ　なると さんおんとう えのきだけ　キャベツ
ぎゅうにゅう

まぜこみビビンパ ナムル ぶたにく　とりにく　わかめ こめ　でんぷん　さんおんとう にんじん　こまつな　もやし

6 木 サムゲタンふうスープ 551 22.3 ぎゅうにゅう あぶら　ごまあぶら しょうが　にんにく　ねぎ

ちゅうかめん みそタンタンメン ぶたにく　あかみそ ちゅうかめん　はるまきのかわ にんじん　しょうが　にんにく

7 金 チーズとポテトのつつみあげ 686 29.3 チーズ　ぎゅうにゅう じゃがいも　こむぎこ　しろごま ごぼう　ねぎ　もやし
あぶら　ごまあぶら　ねりごま ほししいたけ

パン セルフてりやきハンバーガー ぶたにく　とりひきにく こどもパン　パンこ　さんおんとう にんじん　たまねぎ　キャベツ

10 月 ABCスープ 669 28.2 ウインナー　ぎゅうにゅう でんぷん　マカロニ　あぶら トマトかん

11 火

ごはん マーボーはくさい ぶたにく　とりにく こめ　さんおんとう　でんぷん にんじん　こまつな　たまねぎ

12 水 ちゅうかふうコーンスープ 569 20.4 あかみそ　ぎゅうにゅう あぶら　ごまあぶら しょうが　にんにく　ねぎ　はくさい

にら　とうもろこし　クリームコーン

ごはん ブリのごまやき ぶり　あかみそ　しろみそ こめ　さんおんとう　しろごま にんじん　キャベツ　もやし

13 木 いそべあえ 566 25.9 のり　ぎゅうにゅう くろごま ごぼう　だいこん　ねぎ

こんさいのみそしる
ガーリックピラフ ボルシチ ぶたにく　とうふ　おから こめ　じゃがいも　さんおんとう にんじん　トマトかん　にんにく

14 金 てづくりブラウニー 681 23.6 とうにゅう　ぎゅうにゅう はくりきこ　ふんとう　あぶら たまねぎ　ごぼう　しょうが

キャベツ

ごはん ちゅうかどん ぶたにく　かんてん　いか こめ　でんぷん　ぎょうざのかわ にんじん　チンゲンサイ　にんにく

17 月 てづくりぼうギョウザ 562 21.3 カルピス　ぎゅうにゅう さとう　あぶら　ごまあぶら しょうが　たまねぎ　たけのこ

カルピスゼリー ほししいたけ　キャベツ　はくさい　にら

ごはん しろみざかなのみそダレ たら　とうふ　しろみそ こめ　こむぎこ　でんぷん かぶ　にんじん　しょうが

18 火 カブのしおこんぶあえ 556 21.3 あぶらあげ　しおこんぶ こんにゃく　さんおんとう ねぎ　ごぼう　だいこん
けんちんじる ぎゅうにゅう あぶら

こんぶごはん にくじゃが ぶたにく　あぶらあげ　こんぶ こめ　おおむぎ　じゃがいも にんじん　こまつな　はくさい

19 水 ふゆやさいのみそしる 566 22.5 こおりどうふ　あかみそ　 こんにゃく　さんおんとう たまねぎ　だいこん　ねぎ
しろみそ　ぎゅうにゅう あぶら

ごはん ヘルシーすぶた ぶたにく　こおりどうふ こめ　でんぷん　さんおんとう にんじん　あおピーマン　しょうが

20 木 ちゅうかスープ 575 21.2 とりにく　ぎゅうにゅう あぶら　ごまあぶら ほししいたけ　たけのこ　ねぎ

もやし　たまねぎ
うどん スタミナうどん ぶたにく　あかみそ うどん　さんおんとう にんじん　たまねぎ　しょうが

21 金 にくみそむしパン 637 19.6 ぎゅうにゅう こむぎこ　さとう　あぶら にんにく

24 月

むぎごはん ハッシュドポーク ぶたにく　かいそうミックス こめ　おおむぎ　さんおんとう にんじん　たまねぎ　にんにく

25 火 かいそうサラダ 601 19.6 ぎゅうにゅう こむぎこ　あぶら　ごまあぶら マッシュルーム　キャベツ
とうもろこし　トマトかん

ごはん さけメンチ さけフレーク　とりひきにく こめ　パンこ　でんぷん にんじん　かぶ　しょうが
26 水 こんぶのつくだに 598 26.4 とうふ　こんぶ　わかめ さんおんとう　こむぎこ たまねぎ　とうもろこし

カブのみそしる しろみそ　ぎゅうにゅう あぶら キャベツ　ねぎ
むぎごはん カルビどん ぶたにく　わかめ こめ　おおむぎ　さんおんとう にんじん　あおピーマン　ねぎ

27 木 チャプチェ 570 25.0 ぎゅうにゅう はるさめ　ごまあぶら たまねぎ　にんにく　しょうが

ワカメスープ しろごま ほししいたけ
ナポリタン てつぶんたっぷりサラダ ウインナー　ひじき スパゲティ　あぶら にんじん　あおピーマン　こまつな

28 金 556 19.5 ちりめんじゃこ　ぎゅうにゅう オリーブオイル　ごまあぶら たまねぎ　キャベツ　トマトかん

マッシュルーム　とうもろこし
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