
エネルギー たん白質

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g

3 月
ごはん 牛乳 ぶたにくのしょうがいため

ローストポテト

しおこうじスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく

とりにく　かまぼこ
576 25.6

4 火
わかめ

ごはん

牛乳 あつあげのごまだれがけ

ツナあえ

えのきとにらのみそしる

わかめ　ぎゅうにゅう

あつあげ　ツナ

あぶらあげ　みそ
588 21.7

5 水
ごはん 牛乳 ハンバーグのおろしソース

じゃがいものきんぴら

うちまめのみそしる

ぎゅうにゅう　とりにく

ぶたにく　さつまあげ

あつあげ　うちまめ　みそ
608 23.4

6 木
ごはん 牛乳 たらとれんこんのあげに

ゆかりあえ

いももちじる

ぎゅうにゅう　まだら　たら

だいず　ぶたにく
638 21.9

7 金

ごはん 牛乳
サバのごまみそやき

ひじきとだいずのいりに

さつまじる

ぎゅうにゅう　さば　みそ

さつまあげ　ひじき　だいず

とりにく　あぶらあげ　とう

ふ

670 30.3

11 火

こくとうパン 牛乳 オムレツ

ダブルポテトサラダ

ミネストローネ

ぎゅうにゅう　たまご

ベーコン

しろいんげんまめ
601 21.2

12 水

ごはん 牛乳 【目のあいごデーこんだて】

とりにくとこうやどうふのあげに

なめたけあえ

かぼちゃとわかめのみそしる

ぎゅうにゅう　とりにく

こうやどうふ　あつあげ

わかめ　みそ
648 24.7

13 木
ごはん 牛乳 ポークカレー

あおだいずとこんにゃくのサラダ

アセロラゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく

しろいんげんまめ

あおだいず
632 20.1

14 金

ごはん 牛乳 うずらいりミートボールと

     やさいのケチャップいため

ごまじょうゆあえ

ちゅうかスープ

ぎゅうにゅう

うずらたまご　なると
604 20.3

17 月
ごはん 牛乳 やさいいりシュウマイ

はるさめサラダ

あつあげのちゅうかに

ぎゅうにゅう　とりにく

ぶたにく　ハム　あつあげ
632 24.0

18 火
ごはん 牛乳 セルフのツナたまごそぼろどん

いそマヨサラダ

キャベツのみそしる

ぎゅうにゅう　ツナ　だいず

たまご　のり

あぶらあげ　みそ
610 22.8

19 水

ゆで

ちゅうか

めん

牛乳
わかめラーメンスープ

ししゃもフリッター

きりぼしだいこんのいためナムル

ぎゅうにゅう　ぶたにく

なると　わかめ　ししゃも

おきあみ　あおのり
639 29.8

20 木

ごはん 牛乳 【食育の日愛媛県】

たいざんぎ

やさいとかまぼこのレモンじょうゆあえ

いもたき

ぎゅうにゅう　めだい

わかめ　かまぼこ

あぶらあげ
611 24.5

21 金
ごはん 牛乳 ささかまのおこのみやき

ごまおひたし

しおにくじゃが

ぎゅうにゅう　ささかまぼこ

あおのり　かつおぶし

ぶたにく　あつあげ
599 22.9

24 月

ごはん 牛乳 【にいがたまいの日こんだて】

めぎすのこめこあげ やくみソース

れんこんのごマネーズあえ

もずくのみそしる

おこめのババロア

ぎゅうにゅう　めぎす

もずく　とうふ　みそ

とうにゅう　だいず
640 21.5

25 火

こめこパン 牛乳 りんごジャム

ひじきとだいずのチーズやき

フレンチサラダ

さつまいものとうにゅうスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく

だいず　ひじき　チーズ

ベーコン　しろいんげんまめ

とうにゅう

650 30.6

26 水
ゆで

うどん

牛乳 ごもくスープ

ブロッコリーのおかかあえ

こめこのかぼちゃむしケーキ

ぎゅうにゅう　とりにく

あぶらあげ　こんぶ

かつおぶし　とうにゅう
625 21.7

27 木
さつまいも

ごはん

牛乳 ふとまきたまご

ごまあえ

とりごぼうじる

ぎゅうにゅう　たまご

とりにく　あつあげ

みそ　だいず
620 25.0

28 金

ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】

さけのもみじやき

なますかぼちゃのカレーいため

のっぺいじる

ぎゅうにゅう　さけ　ぶたにく

ちくわ　あつあげ
608 27.7

31 月

ごはん 牛乳 【ハロウィンこんだて】

しおこうじバジルチキン

パンプキンサラダ

コーンたまごスープ

ぎゅうにゅう　とりにく

あおだいず　かまぼこ

たまご
643 26.5

食塩：1.9 g一食平均エネルギー：622 Kcal

りんご　たまねぎ　トマト　キャベツ

ブロッコリー　にんじん　コーン

はくさい　パセリ

メンマ　にんじん　もやし　コーン

ながねぎ　にんにく

きりぼしだいこん　キャベツ　にら

たんぱく質：24.3 g 脂質：17.8 g

たまねぎ　にんじん　えのきたけ

ほししいたけ　ながねぎ　ブロッコリー

キャベツ　もやし　コーン　かぼちゃ

もやし　ほうれんそう　にんじん

だいこん　ごぼう　ながねぎ

にんじん　キャベツ　そうめんかぼちゃ

　ごぼう　だいこん　ほししいたけ

バジル　かぼちゃ　キャベツ　きゅうり

にんじん　たまねぎ　コーン　クリーム

コーン　ほうれんそう

にんじん　きゅうり　セロリー　たまねぎ

キャベツ　トマト　パセリ

ながねぎ　もやし　にんじん　こまつな

なめたけ　かぼちゃ　たまねぎ

にんじん　たまねぎ　ピーマン

キャベツ　ほうれんそう　コーン

メンマ　もやし　ながねぎ

こめ　なたね油　こめあぶら

さとう　ノンエッグマヨネーズ

じゃがいも

こめこパン　りんごジャム

水あめ　さとう　こめあぶら

パンこ　さつまいも　こめこ

ちゅうかめん　さとう

こめあぶら　ごまあぶら

こむぎこ　でんぷん

もち米　だいずあぶら

こめ　でんぷん　こめこ

こめあぶら　さとう

さといも

こめ　ノンエッグマヨネーズ

ごま　こめあぶら

じゃがいも　さとう

もやし　キャベツ　にんじん　にんにく

たまねぎ　しらたき　さやいんげん

ながねぎ　れんこん　キャベツ

ほうれんそう　にんじん

うんしゅうみかん

こめ　さとう

ノンエッグマヨネーズ

じゃがいも　でんぷん

ゆでうどん　でんぷん

こめこ　さとう　こめあぶら

こめ　さつまいも　さとう

だいずあぶら　ごま

こめ　ノンエッグマヨネーズ

こめあぶら　さとう　さといも

でんぷん

こめ　さとう　こむぎこ

はるさめ　ごまあぶら　ごま

こめあぶら　でんぷん

こめ　じゃがいも

こめあぶら　さとう

でんぷん

ごまあぶら　ごま

こめ　こめあぶら

ごま　じゃがいも

熱や力になるもの

しょうが　たまねぎ　にんじん

ピーマン　キャベツ　えのきたけ

にんじん　もやし　ほうれんそう

たまねぎ　えのきたけ　にら

たまねぎ　だいこんおろし　にんじん

こんにゃく　さやいんげん　だいこん

えのきたけ

れんこん　キャベツ　もやし

にんじん　ゆかりこ　えのきたけ

たまねぎ　ごぼう　しらたき　ながねぎ

こめ　水あめ　ごま　さとう

でんぷん　じゃがいも

こめ　でんぷん　ラード

じゃがいも　こめあぶら

さとう　ごま

こめ　でんぷん

コーンフラワー　こめこ

こめあぶら　さとう　ごま

じゃがいも

こめ　ごま　さとう

こめあぶら　さつまいも

コッペパン　くろざとう

さとう　だいずあぶら

じゃがいも　さつまいも

ノンエッグマヨネーズ

こめ　でんぷん　こめこ

こめあぶら　さとう　ごま

にんじん　こんにゃく

たまねぎ　ながねぎ

こめ　こめこ　こめあぶら

さとう　ノンエッグマヨネーズ

ごま　水あめ

こめ　こめあぶら

じゃがいも　カレールウ

ごまあぶら

コーン　たまねぎ　にんじん

ほうれんそう　キャベツ　しょうが

にんにく　メンマ　はくさい

にんじん　ごぼう　ピーマン　もやし

ブロッコリー　たまねぎ　キャベツ

しょうが　キャベツ　こまつな

レモンじる　にんじん　だいこん

こんにゃく　ほししいたけ

しょうが　にんにく　たまねぎ　にんじん

エリンギ　キャベツ　サラダこんにゃく

コーン　アセロラ
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