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熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
11日 ひじきご飯 精白米 油揚げ　 ひじき
(月) お子様カレーメンチ 上白糖 鶏ひき肉　 にんじん

厚焼き玉子 ｷｬﾉｰﾗ油 ｶﾚｰﾒﾝﾁｶﾂ はくさい
はくさいのしょうゆマヨ和え ﾏﾖﾈｰｽﾞ 厚焼卵 青菜

12日 ご飯 精白米 鶏もも たまねぎ
(火) 鶏肉のパン粉焼き 香草ﾐｯｸｽパン粉　 豚ベーコン　 にんじん

ジャーマンポテト ﾊﾟﾝ粉　 ﾂﾅ缶詰 いんげん
キャロットサラダ じゃがいも、キャノーラ油

ｻｳｻﾞﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
13日 三色丼 精白米 炒り卵 しょうが
(水) ちくわ入りサラダ 上白糖 鶏ひき肉 にんじん

パイン缶 ｷｬﾉｰﾗ油 焼き竹輪 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ
ごま油 ｷｬﾍﾞﾂ
和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ こまつな、パイン缶

14日 ご飯 精白米 鶏もも しょうが
(木) 鶏肉の唐揚げ でん粉 油揚げ　 切干し大根

切干大根の煮付け ｷｬﾉｰﾗ油 にんじん
マカロニサラダ 上白糖 きゅうり

ﾏｶﾛﾆ、マヨネーズ ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ
15日 カレーライス 精白米 豚小間　 たまねぎ
(金) 大豆とツナのサラダ じゃがいも 大豆水煮 にんじん

キャンディチーズ ｷｬﾉｰﾗ油 ﾂﾅ缶詰 ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ
ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｶﾚｰﾙｳ　 ｷｬﾝﾃﾞｨﾁｰｽﾞ
ﾏﾖﾈｰｽﾞ

18日 ふりかけご飯（かつおみりん） 精白米 生揚げ だいこん
(月) バターコーンコロッケ かつおみりんふりかけ 鶏ひき肉　 にんじん

厚揚げと大根のそぼろ煮 ﾊﾞﾀｰｺｰﾝｺﾛｯｹ ﾌﾟﾚｽﾊﾑ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ
キャベツと卵のサラダ ｷｬﾉｰﾗ油、上白糖 錦糸卵 ｷｬﾍﾞﾂ

ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
19日 ご飯 精白米 鶏もも にんじん
(火) 鶏肉の西京焼き 上白糖 凍り豆腐 もやし

高野豆腐の煮物 ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾎｰﾙｺｰﾝ
もやしとわかめのサラダ 乾燥わかめ

20日 ご飯 精白米 豚小間　 ｷｬﾍﾞﾂ
(水) 豚肉のオイスター炒め ｷｬﾉｰﾗ油 ﾂﾅ缶詰 にんじん

ボイルブロッコリー 上白糖 たまねぎ
パンプキンサラダ ﾏﾖﾈｰｽﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、かぼちゃ

ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ
21日 焼鳥丼 精白米 鶏もも 焼きのり
(木) 白菜のサラダ ｷｬﾉｰﾗ油 錦糸卵 はくさい

オレンジ 和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ にんじん
青菜、オレンジ

22日 ご飯 精白米 やわらかﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ たまねぎ
(金) ハンバーグ（デミソースがけ） とろけるﾊﾔｼﾌﾚｰｸ　 ﾌﾟﾚｽﾊﾑ ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ
誕 スパソテー 上白糖 炒り卵 ﾊﾟｾﾘ粉

キャベツの春色サラダ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ、マーガリン ｷｬﾍﾞﾂ
すりおろしりんごゼリー ｺｰﾙｽﾛｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ にんじん

すりおろしりんごゼリー きゅうり
25日 ご飯 精白米 鶏もも皮つき　 にんじん
(月) 炒り鶏 じゃがいも 焼き竹輪 ごぼう

竹輪の天ぷら(カレー味） こんにゃく 鶏卵　 きゅうり
春雨サラダ 上白糖 ﾌﾟﾚｽﾊﾑ

小麦粉、キャノーラ油
はるさめ、マヨネーズ

26日 ご飯 精白米 豆腐ハンバーグ ｷｬﾍﾞﾂ
(火) 豆腐つくねの野菜あんかけ 上白糖 豚小間 たまねぎ

金平ごぼう（豚肉入り） でん粉 かまぼこ ﾎｰﾙｺｰﾝ
もやしの和え物 ｷｬﾉｰﾗ油 えのきたけ　

ごま いんげん、こまつな
ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ごぼう、もやし

27日 菜めしご飯 精白米 さわら 菜飯の素
(水) さわらの漬け焼き　 じゃがいも 炒り卵 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

じゃがいもの煮物 ｺｰﾙｽﾛｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ にんじん
だいこんサラダ だいこん、青菜

28日 焼きそば 焼きそば麺 豚小間　 ｷｬﾍﾞﾂ
(木) フランクフルト ｷｬﾉｰﾗ油 ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ にんじん

豊丘コンポート ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ
豊丘ｺﾝﾎﾟｰﾄ

平均 448 14.8 14.5 1.6

メニュー表

日付 献立名
材料名 エネルギー

(kcal)
タンパク質

(g)
脂質
(g)

塩分
(g)

481 16.9 19.0 0.9

381 13.0 8.2 1.8

520 15.9 22.2 1.1

458 16.4 6.1 1.4

423 12.3 10.8 1.9

555 14.3 19.9 2.0

486 13.7 21.6 1.2

462 18.8 17.0 2.3

440 14.6 12.5 1.7

459 16.8 17.2 0.9

441 13.7 13.7 2.3

418 12.1 13.0 1.3

374 12.1 13.3 1.9

373 16.0 7.8 2.3

入園・進級おめでう 
 ございます！！ 


