
エネルギー

たんぱく質
　脂質／塩分
 (  )は未満児

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 調味料

01 601.0

月 21.6

18.3

1.8

02 691.2

火 20.5

28.8

1.8

04 636.1

木 23.6

23.0

2.9

05 723.2

金 23.5

23.5

2.7

08 548.7

月 17.8

17.4

1.8

09 504.3

火 15.4

18.6

5.0

10 636.3

水 23.4

27.6

4.3

11 605.3

木 18.8

15.0

3.1

12 520.2

金 20.2

11.6

1.7

15 574.8

月 21.2

16.4

4.8

16 469.4

火 20.0

13.9

2.7

17 709.5

水 28.6

28.1

8.3

18 693.7

木 25.5

27.1

2.1

19 581.3

金 24.1

17.4

2.4

22 496.2

月 30.4

13.1

3.7

24 594.5

水 19.8

20.7

2.4

25 678.2

木 22.0

24.5

2.2

26 536.0

金 17.3

21.0

3.9

29 164.4

月 2.7

0.3

0.1

30 639.3

火 25.3

20.9

1.6

麦茶、チーズ
蒸しパン

牛乳、野菜たっぷり味噌ラー
メン、揚げ餃子、みかんゼ
リー

ゆで中華めん、砂糖、
油、ごま油

牛乳、豚ひき肉、○牛
乳、○チーズ、○卵、淡
色みそ

もやし、オレンジ天然果
汁、ねぎ、にんじん、
コーン缶、みかん缶、角
かんてん

中華スープ、しょうゆ

お弁当 ○乳酸菌飲料 カルピス、せ
んべい

麦茶、バナナ

コーヒー牛乳、ホットドッ
グ、パスタスープ、トマトサ
ラダ、りんご

○米、ロールパン、油、
○ごま

コーヒー乳飲料、フラン
クフルト、○かつお節、
ウインナーソーセージ

キャベツ、りんご、たま
ねぎ、ミニトマト、にん
じん、レタス、きゅう
り、○焼きのり

酢、食塩、ケチャップ、
○酒、○しょうゆ、白こ
しょう

麦茶、おにぎ
り（おかか）

牛乳、ご飯、野菜スープ、煮
込みハンバーグ、マカロニサ
ラダ

米、じゃがいも、マヨ
ネーズ、マカロニ、砂糖

牛乳、卵 ○バナナ、たまねぎ、
キャベツ、にんじん、
きゅうり、ホールトマト
缶詰、みかん缶、エリン
ギ、にんにく、ブロッコ

中濃ソース、ケチャッ
プ、洋風だしの素、食
塩、こしょう

麦茶、せんべ
い

牛乳、三色ご飯、油揚げとネ
ギの味噌汁、コーンサラダ、
プチゼリー

米、○ホットケーキ粉、
マヨネーズ、○砂糖、砂
糖、すりごま

牛乳、鶏ひき肉、卵、米
みそ（淡色辛みそ）、○
卵、○バター、油揚げ、
白みそ

にんじん、ねぎ、サニー
レタス、きゅうり、レタ
ス、ブロッコリー、トマ
ト、コーン缶、カットわ
かめ、焼きのり

煮干だし汁、かつお・昆
布だし汁、しょうゆ、
酒、みりん、食塩

麦茶、カステ
ラ

牛乳、ご飯、豆腐と水菜の和
風スープ、いわしの味噌煮、
海鮮サラダ

米、ごまドレッシング、
砂糖

牛乳、いわし(丸干し)、
木綿豆腐、かにかまぼこ

にんじん、えのきたけ、
レタス、みずな、きゅう
り、コーン缶、しょう
が、生わかめ

かつおだし汁、しょう
ゆ、みりん、食塩

麦茶、パン
（チョコ）

牛乳、ポークカレー、わかめ
スープ、福神漬、バンバン
ジーサラダ

米、じゃがいも、米粉、
油、ごまドレッシング

牛乳、豚肉(肩)、鶏ささ
身

たまねぎ、にんじん、レ
タス、福神漬、トマト
ジュース缶、ねぎ、トマ
ト、きゅうり、カットわ
かめ、しょうが、にんに

中濃ソース、中華だしの
素、みりん、食塩、カ
レー粉

麦茶、プリン

牛乳、ご飯、キャベツときの
この味噌汁、鶏のから揚げ、
シルバーサラダ

米、油、はるさめ、片栗
粉、砂糖、ごま、ごま油

牛乳、鶏もも肉、米みそ
（淡色辛みそ）、木綿豆
腐、ハム

きゅうり、キャベツ、に
んじん、ねぎ、しめじ、
しいたけ、サニーレタ
ス、コーン缶、しょう
が、にんにく

煮干だし汁、酢、しょう
ゆ、酒

麦茶、蒸しパ
ン（りんご）

コーヒー牛乳、パン、白菜の
シチュー、オムレツ、グリー
ンサラダ

ロールパン、じゃがい
も、○米、マヨネーズ、
油、○ごま、砂糖、すり
ごま

コーヒー乳飲料、卵、豚
ひき肉、鶏もも肉、白み
そ

たまねぎ、はくさい、に
んじん、サニーレタス、
きゅうり、レタス、ブ
ロッコリー、トマト、○
焼きのり

○酒、しょうゆ、食塩、
こしょう

麦茶、おにぎ
り（わかめ）

牛乳、けんちんうどん、竹輪
の磯辺揚げ、きゅうりのゴマ
酢和え

ゆでうどん、さといも、
○ホットケーキ粉、油、
小麦粉、○砂糖、砂糖、
すりごま

牛乳、ちくわ、鶏もも
肉、○牛乳、○卵

きゅうり、にんじん、○
りんご、だいこん、ね
ぎ、あおのり、カットわ
かめ

かつおだし汁、しょう
ゆ、みりん、酢、食塩

麦茶、ヨーグ
ルト

牛乳、五目ご飯、厚揚げと玉
ねぎの味噌汁、茶碗蒸し風、
たくあん

米、板こんにゃく、砂糖 牛乳、生揚げ、卵、鶏も
も肉、淡色みそ、かにか
まぼこ

にんじん、たまねぎ、だ
いこん、ごぼう、ほうれ
んそう、しいたけ、干し
しいたけ、焼きのり

かつおだし汁、かつお・
昆布だし汁、酒、しょう
ゆ、食塩、和風だしの
素、みりん

麦茶、ビス
ケット

牛乳、ご飯、なめこと豆腐の
味噌汁、野菜炒め、大学芋

米、さつまいも（皮
付）、砂糖、ごま油、は
ちみつ、黒ごま

牛乳、○ヨーグルト(加
糖)、鶏むね肉、米みそ
（淡色辛みそ）、木綿豆
腐

キャベツ、もやし、にん
じん、ピーマン、ねぎ、
なめこ

煮干だし汁、しょうゆ、
食塩、こしょう

麦茶、おにぎ
り（サケ）

牛乳、わかめご飯、大根と油
揚げの味噌汁、いもフライ、
春雨サラダ

米、○ロールパン、じゃ
がいも、パン粉、はるさ
め、小麦粉、砂糖、ご
ま、ごま油

牛乳、米みそ（淡色辛み
そ）、ハム、卵、油揚げ

きゅうり、だいこん、ト
マト、たまねぎ、○いち
ごジャム・低糖度、にん
じん、サニーレタス、レ
タス、カットわかめ

煮干だし汁、酢、食塩、
しょうゆ、こしょう

麦茶、パン
（いちごジャ
ム）

コーヒー牛乳、玉子サンド、
ミネストローネ、ツナサラ
ダ、チーズ

ロールパン、○米、じゃ
がいも、マヨネーズ、ス
パゲティ、○ごま、油

コーヒー乳飲料、卵、ツ
ナ油漬缶、ウインナー
ソーセージ、○さけ
（塩）、チーズ

たまねぎ、トマト、だい
こん、キャベツ、レタ
ス、ブロッコリー、にん
じん、きゅうり、○焼き
のり、にんにく

酢、食塩、しょうゆ、○
酒、こしょう、洋風だし
の素、白こしょう、ケ
チャップ

麦茶、ロール
ケーキ

牛乳、ナポリタン、コーン
スープ、わかめサラダ、プチ
ゼリー

スパゲティ、油、砂糖 牛乳、ウインナーソー
セージ

たまねぎ、キャベツ、に
んじん、レタス、きゅう
り、生わかめ、コーン
缶、クリームコーン缶、
ピーマン

ケチャップ、酢、食塩、
しょうゆ、白こしょう

麦茶、せんべ
い

牛乳、ご飯、豚汁、サバの塩
焼き、切干大根煮

米、○小麦粉、○砂糖、
板こんにゃく、砂糖、ご
ま油

牛乳、○卵、○生クリー
ム、木綿豆腐、鶏むね
肉、米みそ（淡色辛み
そ）、○バター、ちく
わ、○牛乳、油揚げ、塩

だいこん、にんじん、○
もも缶（白桃）、切り干
しだいこん、ねぎ、ごぼ
う、○パイン缶

かつおだし汁、しょう
ゆ、本みりん、和風だし
の素

麦茶、ビス
ケット

牛乳、ハヤシライス、野菜
スープ、ポテトサラダ、もも
缶

じゃがいも、米、マヨ
ネーズ、油

牛乳、○乳酸菌飲料、鶏
むね肉、卵、○ゼラチン

たまねぎ、もも缶（白
桃）、にんじん、キャベ
ツ、きゅうり、みかん
缶、コーン缶

ハヤシルウ、洋風だしの
素、食塩、こしょう

麦茶、カルピ
スゼリー

牛乳、ご飯、白菜ときのこの
味噌汁、魚フライ、もやしサ
ラダ

米、マヨネーズ、油、パ
ン粉、小麦粉、すりごま

牛乳、かじき、米みそ
（淡色辛みそ）、木綿豆
腐、ちくわ、卵、白みそ

はくさい、にんじん、も
やし、ねぎ、しめじ、し
いたけ、サニーレタス、
きゅうり、レタス、ブ
ロッコリー、トマト

煮干だし汁、食塩、ウス
ターソース、こしょう

麦茶、せんべ
い

牛乳、イモ入り焼きそば、ニ
ラ玉スープ、米粉ドック

焼きそばめん、じゃがい
も、砂糖、米粉、小麦
粉、油

牛乳、卵、豚肉(ばら)、
バター

キャベツ、たまねぎ、に
んじん、にら

お好み焼きソース、洋風
だしの素、食塩

麦茶、ビス
ケット

牛乳、ご飯、さつま芋と玉ね
ぎの味噌汁、豚肉の生姜焼
き、スパゲティサラダ

米、さつまいも、サラダ
用スパゲティ、マヨネー
ズ、砂糖

牛乳、豚肉(ロース)、米
みそ（淡色辛みそ）、卵

たまねぎ、キャベツ、に
んじん、もやし、ねぎ、
きゅうり、ピーマン、
コーン缶、みかん缶

煮干だし汁、しょうゆ、
みりん、おろししょう
が、食塩、白こしょう
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