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日 曜 献        立        名
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主にエネルギーの
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主に体の調子を整える
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エネルギー 623

豚肉　豆腐　みそ ごま　こんにゃく　ごま油 干しなす　コーン　小松菜　しいたけ たんぱく質 18.33 月
麦入りごはん　牛乳　かに玉 牛乳　卵　かに ごはん　麦　油　砂糖 人参　グリンピース　干しずいき

干し野菜の炒め物　みそけんちん汁　節分デザート 節分デザート 大根　ごぼう　ねぎ カルシウム 161

4 火
ごはん　牛乳　ハンバーグ 牛乳　牛肉　豚肉 ごはん　パン粉　砂糖 キャベツ　アスパラガス　人参　にんにく エネルギー 978

海藻　 ごま油　ごま　油　じゃがいも 生姜　玉ねぎ　トマト　りんご たんぱく質 33.8

海藻サラダ　カレー カルシウム 361

5 水
梅ごはん　牛乳　鯖の竜田揚げ 牛乳　さば　あおさのり ごはん　油　でんぷん　砂糖 梅　生姜　小松菜　キャベツ　人参 エネルギー 832

豆腐　だし昆布 ごま 玉ねぎ　しいたけ　ねぎ たんぱく質 31.0

ごまひたし　磯香汁 カルシウム 373

エネルギー 967

フレンチドッレシング　パン粉 玉ねぎ　大根　白菜　しめじ　コーン たんぱく質 27.66 木
黒糖パン　牛乳　かぼちゃコロッケ 牛乳　ウインナー　 黒糖パン　油　バター　小麦粉 かぼちゃ　キャベツ　人参　ブロッコリー

フレンチサラダ　クリームシチュー パセリ粉　きゅうり　ねぎ カルシウム 412

7 金
ごはん　牛乳　黄金カレイのおろし煮 牛乳　カレイ　鶏肉 ごはん　ごま油　里芋 きゅうり　キャベツ　人参　福神漬け エネルギー 736

厚揚げ こんにゃく　砂糖 干ししいたけ　れんこん　さやいんげん たんぱく質 32.7

合わせ漬け　筑前煮 たけのこ　ごぼう カルシウム 626

10 月
麦入りごはん　牛乳　いりこのフライ 牛乳　いりこ　豚肉 ごはん　麦　油　米粉　パン粉 人参　もやし　きゅうり　生姜　玉ねぎ エネルギー 763

えび　干しきくらげ 春雨　砂糖　ごま油　ごま たけのこ　白菜　干ししいたけ たんぱく質 31.0

春雨サラダ　八宝菜 コーンスターチ カルシウム 513

建国記念の日

12 水
ごはん　牛乳　チンジャオロース 牛乳　牛肉　豆腐 ごはん　油　コーンスターチ にんにく　玉ねぎ　たけのこ　黄パプリカ エネルギー 816

卵　わかめ 砂糖　マヨネーズ　 ピーマン　ニラ　ブロッコリー　人参　白菜 たんぱく質 31.4

ゆでブロッコリー　豆腐と卵のスープ 干ししいたけ　コーン　ねぎ カルシウム 326

エネルギー 968

ウインナー　ベーコン 油　ビーフン　じゃがいも 玉ねぎ　しめじ　トマト　パセリ たんぱく質 37.913 木
米粉パン　牛乳　鮭のチーズパン粉焼き 牛乳　さけ　チーズ 米粉パン　でんぷん　パン粉 キャベツ　もやし　人参　にんにく

ビーフンソテー　ポークビーンズ 大豆 カルシウム 367

14 金
ごはん　牛乳　いかのかりん揚げ 牛乳　いか　豚肉 ごはん　油　砂糖　ごま 小松菜　人参　キャベツ　大根 エネルギー 851

厚揚げ　昆布　みそ こんにゃく　でんぷん 干ししいたけ　たけのこ　こんごり大根 たんぱく質 38.9

三色ひたし　豚肉と厚揚げのみそ煮 さやいんげん カルシウム 465

17 月
麦入りごはん　牛乳　鶏肉の山賊揚げ　マカロニサラダ 牛乳　鶏肉　わかめ ごはん　麦　油　でんぷん にんにく　キャベツ　人参　きゅうり エネルギー 892

小女子の佃煮 マカロニ　マヨネーズ　 大根　玉ねぎ　白菜　えのき　ねぎ たんぱく質 32.7

すまし汁　子女子の佃煮 だし昆布 カルシウム 344

エネルギー 864

豆腐 ごま油　コーンスターチ しめじ　たけのこ　ねぎ たんぱく質 31.918 火
ごはん　牛乳　いわしのカリカリ揚げ 牛乳　いわし　豚ひき肉 ごはん　でんぷん　油　砂糖 小松菜　もやし　人参　生姜　にんにく

青菜のナムル　麻婆豆腐 カルシウム 514

19 水
ごはん(富富富)　牛乳　鮭のゆずしょうゆ煮 牛乳　さけ　納豆 ごはん　じゃがいも 小松菜　もやし　人参　オクラ　ゆず エネルギー 806

油揚げ　みそ 千切りたくあん　キャベツ　ねぎ たんぱく質 35.3

納豆あえ　みそ汁　きなこっこ豆 きなこっこ豆 カルシウム 387

20 木
減量はちみつパン　ソフト麺のミートソース　牛乳 牛乳　豚ひき肉 ソフト麺　油　コーンスターチ にんにく　玉ねぎ　人参　干ししいたけ エネルギー 977

卵　クリームチーズ 砂糖　青じそドッレシング トマト　ブロッコリー　アスパラガス　コーン たんぱく質 38.2

オムレツ　青じそドレッシングサラダ　クリームチーズ はつみつパン 生姜　パセリ粉 カルシウム 341

エネルギー 803

玉さつま揚げ　油揚げ たけのこ　干ししいたけ　さやいんげん たんぱく質 37.121 金
五目ごはん　牛乳 牛乳　さば　ゆば ごはん　砂糖　里芋　こんにゃく 小松菜　キャベツ　人参　大根　ごぼう

鯖の塩焼き　ゆばあえ　おでん 鶏肉 カルシウム 381

振替休日

25 火
ごはん　牛乳　豚肉とレバーのケチャップからめ 牛乳　豚角肉　レバー ごはん　油　でんぷん　砂糖 生姜　トマト　小松菜　もやし　人参 エネルギー

五色あえ　みそ汁 カルシウム 351

785

昆布　豆腐　みそ ごま　 キャベツ　玉ねぎ　白菜　しいたけ　ねぎ たんぱく質 30.2

エネルギー 800

茎わかめ　豚ひき肉 ごま油　ごま　里芋　こんにゃく さやいんげん　玉ねぎ　グリンピース たんぱく質 32.926 水
ごはん　牛乳　鮭のゆず香みそ 牛乳　さけ　みそ ごはん　砂糖　コーンスターチ コーン　人参　ごぼう　れんこん　生姜

茎わけめのきんぴら　さといものそぼろ煮 ゆず カルシウム 334

27 木
食パン　牛乳　マカロニグラタン　中華ドレッシングサラダ 牛乳　牛肉　えび 食パン　マカロニ　小麦粉 きゅうり　キャベツ　ブロッコリー　赤パプリカ エネルギー 886

バター　油　中華ドレッシング にんにく　人参　玉ねぎ　さやいんげん たんぱく質 28.9

ビーフシチュー　ブラック&ホワイト じゃがいも　ブッラク&ホワイト グリンピース　コーン　マッシュルーム カルシウム 434

28 金
ごはん　牛乳　わかさぎのフリッター 牛乳　わかさぎ　厚揚げ ごはん　油　こんにゃく 人参　大根　キャベツ　玉ねぎ エネルギー 852

卵 小麦粉　でんぷん　じゃがいも しめじ　しそ　ねぎ たんぱく質 27.1

ゆかり漬け　厚揚げの錦とじ　セレクトデザート 砂糖　セレクトデザート カルシウム 533

今月の地場産食材の紹介
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