
日+2:16E82:14 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 焼きぎょうざ

切干大根の中華サラダ
五目中華うま煮

牛乳　豚肉　鶏肉　　大豆
ハム　厚揚げ 782 28.6

4 火
ごはん 牛乳

さばのしょうがに
ゆかりあえ　さつま汁

牛乳　さば　鶏肉　油揚げ
豆腐　みそ　大豆 809 35.3

5 水

ごはん 牛乳
コーヒの素

【３の２リクエスト献立】
ハンバーグのオニオンソース
いそツナあえ
豚汁

牛乳　鶏肉　豚肉　大豆た
ツナ　のり　打ち豆
豆腐　みそ

812 31.7

6 木

ごはん 牛乳 わかめふりかけ
厚揚げのごまだれがけ
じゃがいものきんぴら
ニラたま味噌汁

わかめ　ちりめんじゃこ
かつお節　牛乳　厚揚げ
さつま揚げ　豆腐　卵　みそ

806 28.4

7 金

キャロットごはん 牛乳 ◆目の愛護デー献立
ひとみキラキラハヤシライス
くきわかめとこんにゃくのサラダ
黒糖大豆

牛乳　豚肉　白いんげん豆
茎わかめ　炒り大豆　きなこ 885 28.9

11 火
ごはん 牛乳 たらとれんこんのあげ煮

おひたし
いももち汁

牛乳　たら　大豆
豚肉 785 26.2

12 水

コッペパン 牛乳 手作りりんごジャム
ひじきと大豆のチーズ焼き
さつまいもチャウダー

牛乳　豚肉　大豆　ひじき
チーズ　ベーコン
白いんげん豆

797 34.4

13 木
麦ごはん 牛乳 セルフのツナたまそぼろ丼

いそあえ
厚揚げのみそ汁

牛乳　ツナ　大豆　卵
のり　厚揚げ　みそ 756 28.2

14 金
ごはん 牛乳

ミートボールと野菜のケチャップいため
じゃこあえ　ワンタンスープ

牛乳　鶏肉　豚肉
ちりめんじゃこ　なると 733 24.9

17 月
麦ごはん 牛乳

セルフのぶたキムチ丼
ローストポテト　しおこうじスープ

牛乳　豚肉　みそ
かまぼこ 732 27.3

18 火
ごはん 牛乳 ささかまのカレーおかかやき

こんぶあえ
塩肉じゃが

牛乳　笹かまぼこ
かつお節　昆布　豚肉
厚揚げ

763 29.9

19 水

ごはん 牛乳 【食育の日　愛媛県献立】
たいざんぎ
野菜とかまぼこのゆずドレッシング
いもたき

牛乳　目鯛　わかめ
かまぼこ　油揚げ 778 29.7

20 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 わかめたまごラーメンスープ
きびなごのカリカリ焼き
切干大根のいためナムル

牛乳　豚肉　なると
うずら卵　わかめ　きびなご
ツナ

789 36.6

21 金

さつまいもごはん 牛乳 ふとまきたまご
アーモンドおひたし
めぎすのつみれじる　角チーズ

牛乳　卵　めぎす　厚揚げ
みそ　大豆　チーズ

748 31.9

24 月

麦ごはん 牛乳 あきのかおりカレー
ひじきとハムのサラダ
ヨーグルト

牛乳　豚肉　ひじき
青大豆　ハム　ヨーグルト

833 28.3

25 火

ごはん 牛乳 【新潟米の日こんだて】
めぎすのから揚げ甘酒トマトソース
れんこんのごまサラダ
もずくのみそ汁

牛乳　めぎす　ハム
もずく　豆腐　みそ 749 29.1

26 水

アップルこめこパン
牛乳

チーズオムレツ
ダブルポテトサラダ
ミネストローネ

牛乳　卵　ベーコン
白いんげん豆 862 30.5

27 木

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
米粉のかぼちゃむしケーキ

牛乳　鶏肉　油揚げ
昆布　かつお節　チーズ 812 27.9

28 金

ごはん 牛乳 【ふるさと献立】
さけのもみじ焼き
なますかぼちゃのカレーいため
秋ののっぺい汁

牛乳　鮭　豚肉　ちくわ
かまぼこ　厚揚げ

769 34.7

31 月

ごはん 牛乳 【ハロウィン献立】
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

牛乳　鶏肉　青大豆
かまぼこ　卵

833 32.8
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米　米油　じゃがいも
ハヤシルウ　ご
ま油　ごま　黒砂糖

米　でんぷん　コーンフラワー
米粉　米油　砂糖　ごま
じゃがいも

コッペパン　砂糖　米油
じゃがいも　パン粉
さつまいも　米粉

しょうが　にんにく　にんじん　玉ねぎ
かぼちゃ　なす　エリンギ　トマト
キャベツ　サラダこんにゃく　コーン

米　大麦　米油　じゃがいも
カレールウ　砂糖

米　大麦　なたね油
米油　砂糖　じゃがいも

しょうが　にんにく　玉ねぎ　キムチ
メンマ　にら　にんじん　キャベツ
しめじ

もやし　キャベツ　にんじん　にんにく
玉ねぎ　しらたき　さやいんげん

しょうが　にんにく　メンマ　にんじん
もやし　長ねぎ　切干大根　キャベツ
にら

にんじん　ごぼう　ピーマン　もやし
キャベツ　玉ねぎ　長ねぎ

米　ラード　小麦粉　ごま
油　米粉　水あめ
でんぷん　砂糖　ごま　米油

熱や力になるもの

キャベツ　しょうが　にら　切干大根
にんじん　にんにく　玉ねぎ　メンマ
白菜

しょうが　大根　キャベツ　もやし
にんじん　ゆかり粉　玉ねぎ　長ねぎ

玉ねぎ　にんじん　もやし　小松菜
大根　こんにゃく

しそ　にんじん　こんにゃく
さやいんげん　大根　玉ねぎ　にら
えのきたけ

米　砂糖　ごま　さつまいも

米　コーヒーの素　でんぷん
ラード　　米油　砂糖
じゃがいも

米　砂糖　ごま　でんぷん
米粉　じゃがいも　米油

米　砂糖
ノンエッグマヨネーズ
じゃがいも　でんぷん

こめ粉パン　砂糖　大豆油
じゃがいも　さつまいも
ノンエッグマヨネーズ
マカロニ

ゆでうどん　でんぷん
米粉　砂糖　米油

米　マヨネーズ　米油
砂糖　里いも　でんぷん

米　大麦　米油　砂糖
ごま油　でんぷん　じゃが芋

米　パン粉　でんぷん
じゃがいも　米油　砂糖
ごま油　ごま　ワンタン

れんこん　キャベツ　もやし　コーン
えのきたけ　にんじん　玉ねぎ
ごぼう　しらたき　長ねぎ

りんご　レモン汁　玉ねぎ　トマト
にんじん　白菜　パセリ

玉ねぎ　にんじん　ピーマン　キャベツ
小松菜　コーン　メンマ　もやし　葉ねぎ

米　マヨネーズ　ごま油
米油　じゃがいも　砂糖

米　米油　オリーブ油
甘酒　ごま　砂糖
じゃがいも

米　でんぷん　米粉
米油　砂糖　ごま油　里いも

中華麺　砂糖　米油
小麦粉　ごま

米　さつまいも　砂糖
小麦でん粉　大豆油
アーモンド

もやし　小松菜　にんじん　大根
ごぼう　長ねぎ

にんにく　しょうが　玉ねぎ　にんじん
エリンギ　しめじ　キャベツ　コーン

食塩：2.4 g一食平均エネルギー：792 Kcal

にんにく　トマト　れんこん　キャベツ
にんじん　コーン　玉ねぎ

しょうが　キャベツ　にんじん　レモン汁
大根　こんにゃく　干ししいたけ

たんぱく質：30.3 g 脂質：20.4 g

りんご　にんじん　きゅうり　セロリー
玉ねぎ　キャベツ　トマト　パセリ

玉ねぎ　にんじん　えのきたけ　白菜
長ねぎ　ブロッコリー　もやし
コーン　かぼちゃ

にんじん　キャベツ　そうめんかぼちゃ
ごぼう　大根　干ししいたけ

バジル　かぼちゃ　きゅうり　キャベツ
にんじん　玉ねぎ　コーン　　ほうれん草


