
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

1 火
ごはん 牛乳 鰆のソースソース

茎わかめのきんぴら
さといも豚汁

牛乳　さわら　茎わかめ
さつま揚げ　豚肉　豆腐
大豆　みそ

806 33.9

2 水

黒糖こめ粉パン 牛乳 白身魚のりんごソース
コールスローサラダ
クリームスープ

牛乳　たら　ハム　鶏肉
白いんげん豆

850 37.7

4 金

大根菜めし 牛乳 ふとまきたまご
豚肉とじゃがいものカレーいため
大根と白菜のみそ汁

かつお節　牛乳　卵
豚肉　厚揚げ　みそ

733 26.7

7 月
ごはん 牛乳 やみつきチキン

こんがりキツネの和風サラダ
もずくのみそ汁

牛乳　鶏肉　油揚げ
もずく　豆腐　みそ

738 30.6

8 火

ごはん 牛乳 【いい歯の日献立】
めぎすのからあげピリからソース
わかめとコーンのふうみあえ
厚揚げと小松菜のみそしる

牛乳　めぎす　みそ
わかめ　厚揚げ　大豆

759 30.4

9 水

ごはん 牛乳 厚揚げとじゃがいもの
　　　　　　　　　ケチャップがらめ
おひたし　五目スープ
ヨーグルト

牛乳　厚揚げ　豚肉
なると　ヨーグルト

780 26.0

10 木

こめこめん 牛乳
かきたまきのこスープ
ゆかりあえ　こんこんスナック

牛乳　油揚げ　卵　昆布
大豆　青のり

844 31.9

11 金

ごはん 牛乳 【鮭の日献立】
さけのみそマヨネーズやき
大根のきんぴら
キャベツのみそ汁

牛乳　鮭　みそ　豚肉
油揚げ　大豆

761 33.7

14 月
ごはん 牛乳 セルフの焼肉丼

ローストカレーポテト
五目たまごスープ

牛乳　豚肉　わかめ　卵 743 27.3

15 火
麦ごはん 牛乳

中華丼
ブロッコリーと大豆のツナサラダ

牛乳　豚肉　なると
うずら卵　大豆　ツナ

736 27.1

16 水

アップルこめこパン 牛乳 手作り豆腐ハンバーグ
キャベツとコーンのソテー
冬野菜スープ

牛乳　豚肉　豆腐　豆乳
ベーコン　白いんげん豆

826 37.3

17 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 ごまみそたんたんラーメン
白菜のツナあえ
きびなごのカリカリ焼き

牛乳　豚肉　大豆　みそ
ツナ　きびなご

831 37.3

18 金
ごはん 牛乳 【食育の日　静岡県献立】

あじフライ 　のり酢あえ
おざく

牛乳　あじ　のり　油揚げ
昆布

722 24.6

21 月
ごはん 牛乳 やさいしゅうまい

切干大根のいためナムル
マーボー厚揚げ

牛乳　ツナ　豚肉　厚揚げ
大豆　みそ

845 32.0

22 火

とりごぼうごはん 牛乳 【ふるさと献立】
ホッケのみそやき
ごまマヨネーズあえ　おぼろじる

鶏肉　油揚げ　牛乳
ほっけ　みそ　おぼろ豆腐

727 32.0

24 木
ごはん 牛乳 さばのピリからやき

こまつなとあぶらあげの煮びたし
いちょうかまぼこのすまし汁

牛乳　さば　油揚げ　豆腐
かまぼこ　昆布

740 31.8

25 金
ごはん 牛乳

いかのからあげ
キャベツのいそづけ　ほうとう汁

牛乳　いか　鶏肉
油揚げ　みそ

825 31.7

28 月
ごはん 牛乳 鶏肉と高野豆腐のあげ煮

おかかあえ
相性汁

牛乳　鶏肉　高野豆腐
かつお節　ベーコン　みそ
豆乳

823 28.3

29 火

むぎごはん 牛乳 エッグカレーライス
こんにゃくとくきわかめのサラダ
角チーズ

牛乳　豚肉　うずら卵
青大豆　茎わかめ　チーズ

827 27.9

30 水

あっさりピラフ 牛乳 ハンバーグのワインソースかけ
じゃがたまソテー
白菜スープ

ウインナー　牛乳
鶏肉　豚肉　ツナ　たまご

758 27.2

食塩：2.5 g一食平均エネルギー：784 Kcal

しょうが　小松菜　にんじん
切干大根　玉ねぎ　えのきたけ
しらたき　白菜

にんにく　しょうが　にんじん
干ししいたけ　玉ねぎ　もやし
長ねぎ　にら　白菜　小松菜

たんぱく質：30.8 g 脂質：21.4 g

にんにく　もやし　キャベツ　にんじん
白菜　かぼちゃ　長ねぎ

長ねぎ　もやし　キャベツ　コーン
にんじん　玉ねぎ

しょうが　にんにく　玉ねぎ　にんじん
しめじ　トマト　キャベツ
こんにゃく　コーン

にんじん　玉ねぎ　コーン　パセリ
大根　白菜　しめじ

キャベツ　にんじん　もやし　コーン
玉ねぎ　メンマ　葉ねぎ

にんじん　白菜　えのきたけ　なめこ
長ねぎ　もやし　キャベツ　ゆかり粉
れんこん

しょうが　にんにく　玉ねぎ　もやし
にんじん　にら　メンマ　白菜　長ねぎ

こめ粉パン　パン粉
米油　じゃがいも

米　砂糖　ごま

中華麺　米油　ねりごま
ごま

米　小麦粉　パン粉
米油　里いも　砂糖

米　ごま油　米油
じゃがいも　砂糖　でんぷん

にんにく　にんじん　切干大根
キャベツ　にら　しょうが　大根
干ししいたけ　メンマ　長ねぎ

にんじん　ごぼう　しょうが　キャベツ
ブロッコリー　えのきたけ　小松菜
長ねぎ

米　大麦　米油　パン粉
でんぷん　砂糖　じゃがいも

米　でんぷん　米粉
米油　ごま　ほうとう

米　でんぷん　米粉
米油　砂糖　さつまいも
春雨

米　大麦　米油　じゃがいも
カレールウ　砂糖　ごま

米　大麦　米油　砂糖
でんぷん　ごま油

米　米油　三温糖
でんぷん　じゃがいも
ごま油

米　米油　米粉　砂糖
ごま　里いも

熱や力になるもの

しょうが　にんじん　メンマ　こんにゃく
大根　白菜　長ねぎ

りんご　しょうが　キャベツ　にんじん
コーン　玉ねぎ　しめじ　ほうれん草

大根葉　にんじん　ごぼう　こんにゃく
大根　白菜　長ねぎ

にんにく　しょうが　切干大根　キャベツ
コーン　玉ねぎ　にんじん　長ねぎ

こめ粉パン　黒砂糖
米油　砂糖
じゃがいも　米粉

米　大麦　ごま油　砂糖
ごま　でんぷん　大豆油
じゃがいも　米油

米　砂糖　ごま油　ごま
オリーブ油　じゃがいも

米　米粉　米油　砂糖
ごま油　じゃがいも

米　じゃがいも　米油
砂糖　春雨　ごま油

米粉めん　ごま　でんぷん
小麦粉　さつまいも　米油

トマトジュース　もやし　コーン
大根　にんじん　小松菜

米　米油　砂糖
ノンエッグマヨネーズ
ごま　でんぷん

米　マヨネーズ　米油
砂糖

しょうが　にんにく　にんじん　白菜
玉ねぎ　メンマ　干ししいたけ
チンゲンサイ　ブロッコリー　キャベツ

りんご　玉ねぎ　キャベツ　にんじん
ブロッコリー　コーン　にんにく　大根

キャベツ　もやし　にんじん　大根
こんにゃく

大根　にんじん　メンマ　こんにゃく
さやいんげん　玉ねぎ　キャベツ
ほうれん草
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