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月 日
曜
日

１０時 昼食 ３時
血や肉をつくるもの

赤群
力や体温となるもの

黄群
体の調子をよくするもの

緑群
ｴﾈﾙｷﾞｰ
[kcal]

蛋白
質
[g]

脂質
[g]

食塩
相当量
[g]

10 1 土

せんべい
（15）

小型パン♪,牛乳200（パック）,バ
ナナ

せんべい
（15）

生乳 甘辛せんべい,プレミックス
粉,車糖,ミルクチョコレート,
バター

バナナ

512 12.3 11.3 1.0

3 月

牛乳100
ｍｌ

ごはん,栄養きんぴら,かぼちゃの
みそ汁,キャベツとわかめのサラ
ダ,バナナ（1/2本)

牛乳100ｍｌ,
せんべい
（15）

生乳,ぶたかた,さつま揚
げ,油揚げ,煮干し,湯通し
塩蔵わかめ

こめ,植物油脂,車糖,甘辛せん
べい

ごぼう,にんじん,青ピーマン,西洋か
ぼちゃ,根深ねぎ,生しいたけ,キャベ
ツ,きゅうり,バナナ

539 18.0 16.3 2.6

4 火

麦茶 ごはん,肉入り焼きそば（25ピーマ
ン入り）,卵スープ,胡瓜のピクル
ス,オレンジ（40）

牛乳100ｍｌ,
蒸しパン(ココ
ア)

ぶたもも,全卵,生乳 こめ,中華めん,植物油脂,でん
粉,車糖,薄力粉

にんじん,青ピーマン,キャベツ,生し
いたけ,たまねぎ,きゅうり,ネーブル

507 16.5 11.6 1.9

5 水

ヤクルト ごはん,ミックスオムレツ,キャベ
ツときゅうりのマヨサラダ,大根と
ベーコンのスープ,グレープフルー
ツ（50）

麦茶,ぶどう
（25）

ヤクルト,全卵,ベーコン,
ぶたひき肉

こめ,植物油脂,マヨネーズ たまねぎ,キャベツ,きゅうり,にんじ
ん,だいこん,根深ねぎ,乾しいたけ,
グレープフルーツ,ぶどう

379 10.4 13.2 1.3

6 木

麦茶 ごはん,豆腐ハンバーグ（50）,ふ
とわかめの味噌汁,切干サラダ,バ
ナナ（1/2本)

オレンジゼ
リー♪,クラッ
カー（15）

豆腐,とりひき肉,全卵,粉
乳,ナチュラルチーズ,湯通
し塩蔵わかめ,煮干し,ホ
イップクリーム

こめ,パン粉,植物油脂,焼き
ふ,普通はるさめ,車糖,クラッ
カー

根深ねぎ,にんじん,切干しだいこん,
きゅうり,バナナ,みかん 果実飲料

503 19.2 15.5 2.2

7 金

牛乳100
ｍｌ

ごはん,鳥のからあげ,チンゲン菜
のスープ,かぼちゃのサラダ（マヨ
ドレ）,オレンジ（40）

麦茶,スイート
ポテト

生乳,全卵,とり手羽［若鶏
肉］,卵黄

こめ,でん粉,植物油脂,フレン
チドレッシング,さつまいも,
マーガリン,車糖

しょうが,にんにく,チンゲンサイ,に
んじん,西洋かぼちゃ,きゅうり,ス
イートコーン 缶詰,ネーブル

521 17.0 17.9 1.9

8 土
ヤクルト ショートケーキ(ホール) ヤクルト,全卵,生乳 中力粉,車糖,バター いちご

478 10.2 3.9 0.0

11 火

麦茶 ごはん,麻婆豆腐,じゃがいもサラ
ダ（マヨドレ）,△豆腐と大根のみ
そ汁,バナナ（1/2本)

牛乳100ｍｌ,
ラスク(砂糖)

豆腐,ぶたひき肉,煮干し,
生乳

こめ,でん粉,車糖,植物油脂,
じゃがいも,フレンチドレッシ
ング,ざらめ糖,焼きふ

根深ねぎ,しょうが,にんにく,にんじ
ん,きゅうり,だいこん,さやえんど
う,バナナ

532 21.8 17.4 2.7

12 水

ヤクルト ごはん,ポークカレー（豆）,小松
菜のサラダ,△かぶとウインナーの
ミルクスープ,オレンジ（40）

牛乳100ｍｌ,
マカロニのあ
べかわ

ヤクルト,ぶたもも,だいず
水煮缶詰,ソーセージ,生
乳,きな粉

こめ,じゃがいも,植物油脂,車
糖,マカロニ・スパゲッティ,
ざらめ糖

にんじん,たまねぎ,こまつな,スイー
トコーン 缶詰,かぶ,かぶ葉,ネーブ
ル

587 19.1 20.1 2.4

13 木

麦茶 ごはん,磯煮,中華づけ,じゃがいも
とにんじんの味噌汁,グレープフ
ルーツ（50）

ヨーグルト,ク
ラッカー
（15）

だいず,ぶたもも,さつま揚
げ,豆腐,煮干し,ヨーグル
ト

こめ,じゃがいも,植物油脂,車
糖,クラッカー

にんじん,ひじき,スイートコーン 缶
詰,きゅうり,根深ねぎ,グレープフ
ルーツ

480 17.6 12.2 2.5

14 金

牛乳100
ｍｌ

ごはん,肉じゃが（豚）,豆腐・え
のき・わかめの味噌汁,小松菜とに
んじんのおかかあえ,バナナ（1/2
本)

牛乳100ｍｌ,
△ジャムパン

生乳,ぶたもも,豆腐,煮干
し,湯通し塩蔵わかめ,かつ
お節

こめ,じゃがいも,しらたき,植
物油脂,車糖,食パン

たまねぎ,さやいんげん,にんじん,え
のきたけ,こまつな,バナナ,あんず
ジャム

631 25.2 14.9 2.8

15 土
せんべい
（15）

小型パン♪,牛乳200（パック）,バ
ナナ

せんべい
（15）

生乳 甘辛せんべい,プレミックス
粉,車糖,ミルクチョコレート,
バター

バナナ

512 12.3 11.3 1.0

17 月

牛乳100
ｍｌ

きんぴらおこわ,じゃがいものみそ
汁,キャベツのごま酢あえ,ボイル
ウインナー（20）,バナナ（1/2本)

牛乳100ｍｌ,
せんべい
（15）

生乳,とりひき肉,煮干し,
ソーセージ

こめ,植物油脂,車糖,じゃがい
も,ごま,甘辛せんべい

にんじん,ごぼう,根深ねぎ,キャベ
ツ,きゅうり,バナナ

572 18.4 17.9 2.5

18 火

麦茶 ごはん,焼うどん（25）,トマトと
卵のスープ,胡瓜の塩もみ,オレン
ジ（40）

牛乳100ｍｌ,
黒糖蒸しパン

ぶたもも,かつお節,全卵,
生乳

こめ,うどん,植物油脂,プレ
ミックス粉,黒砂糖

キャベツ,にんじん,トマト,たまね
ぎ,スイートコーン 缶詰,きゅうり,
ネーブル

454 15.6 10.9 2.1

19 水

ヤクルト ごはん,かに玉風卵焼き,ごぼうサ
ラダ,キャベツといんげんのスー
プ,グレープフルーツ（50）

麦茶,塩ゆで
じゃが芋
（70）

ヤクルト,全卵,焼き抜きか
まぼこ,ベーコン

こめ,植物油脂,車糖,でん粉,
たけのこいも,ごま,マヨネー
ズ,じゃがいも

青ピーマン,ごぼう,にんじん,きゅう
り,キャベツ,たまねぎ,さやいんげ
ん,グレープフルーツ

460 14.4 16.4 1.3

20 木

麦茶 ごはん,△豆腐のまさご揚げ,大根
と揚げの味噌汁,胡瓜ともやしのナ
ムル,バナナ（1/2本)

ぶどうぜりー,
クラッカー
（15）

豆腐,とりひき肉,しらす干
し,全卵,煮干し,油揚げ

こめ,でん粉,植物油脂,車糖,
ごま,クラッカー

にんじん,だいこん,きゅうり,りょく
とうもやし,バナナ,ぶどう 果実飲料

490 17.6 17.4 2.1

21 金

牛乳100
ｍｌ

コーンご飯,かぼちゃコッロケ
(肉）,ブロッコリーの彩りサラダ,
ミネストローネ,オレンジ（40）

麦茶,ビスケッ
ト（15）

生乳,あおのり,全卵,ぶた
ひき肉,ナチュラルチーズ,
ベーコン

こめ,バター,薄力粉,パン粉,
植物油脂,車糖,マヨネーズ,
じゃがいも,マカロニ・スパ
ゲッティ,ビスケット

スイートコーン 缶詰,西洋かぼちゃ,
たまねぎ,にんじん,ブロッコリー,セ
ロリー,トマト,キャベツ,ネーブル

641 16.6 25.3 1.9

22 土
せんべい
（15）

小型パン♪,牛乳200（パック）,バ
ナナ

せんべい
（15）

生乳 甘辛せんべい,プレミックス
粉,車糖,ミルクチョコレート,
バター

バナナ

512 12.3 11.3 1.0

24 月

牛乳100
ｍｌ

ごはん,肉団子の甘辛煮(45),レタ
ススープ,パスタサラダ（マヨド
レ）,グレープフルーツ（50）

牛乳100ｍｌ,
せんべい
（15）

生乳,ぶたひき肉,全卵,
ベーコン

こめ,パン粉,でん粉,植物油
脂,車糖,マカロニ・スパゲッ
ティ,マヨネーズ,甘辛せんべ
い

にんじん,たまねぎ,レタス,えのきた
け,根深ねぎ,きゅうり,スイートコー
ン 缶詰,グレープフルーツ

649 21.9 28.0 1.8

25 火

麦茶 ごはん,変わり麻婆豆腐,ふとわか
めの味噌汁,かぶと胡瓜の塩もみ,
バナナ（1/2本)

牛乳100ｍｌ,
チョコパン

豆腐,とりひき肉,湯通し塩
蔵わかめ,煮干し,生乳

こめ,植物油脂,でん粉,焼き
ふ,チョココロネ

にら,にんにく,にんじん,しょうが,
かぶ,きゅうり,バナナ

603 21.7 23.7 2.2

26 水

ヤクルト ごはん,野菜カレー,コールスロー,
小松菜としめじのミルクスープ,オ
レンジ（40）

牛乳100ｍｌ,
ラスク(メープ
ル)

ヤクルト,ぶたヒレ,まこん
ぶ,生乳,ベーコン

こめ,じゃがいも,植物油脂,ざ
らめ糖,焼きふ,メープルシ
ロップ

にんじん,たまねぎ,なす,西洋かぼ
ちゃ,さやいんげん,キャベツ,スイー
トコーン 缶詰,ほんしめじ,こまつ
な,ネーブル

546 18.2 16.6 2.7

27 木

麦茶 ごはん,切干の磯煮,玉葱とわかめ
のスープ,春雨とハムの拌三糸,グ
レープフルーツ（50）

ヨーグルト,ク
ラッカー
（15）

だいず,ぶたもも,焼き竹
輪,油揚げ,全卵,湯通し塩
蔵わかめ,ハム,ヨーグルト

こめ,じゃがいも,植物油脂,車
糖,普通はるさめ,クラッカー

にんじん,切干しだいこん,スイート
コーン 缶詰,たまねぎ,きゅうり,グ
レープフルーツ

474 18.0 11.3 1.7

28 金

牛乳100
ｍｌ

ごはん,筑前煮（じゃが）,きのこ
スープ（中華）,胡瓜とツナのサラ
ダ,バナナ（1/2本)

牛乳100ｍｌ,
クリームパン

生乳,とりむね［成鶏肉］,
焼き竹輪,ベーコン,まぐろ
缶詰

こめ,じゃがいも,板こんにゃ
く,車糖,植物油脂,クリームパ
ン

にんじん,えのきたけ,ほんしめじ,た
まねぎ,生しいたけ,キャベツ,きゅう
り,バナナ

682 26.1 20.6 2.3

29 土
せんべい
（15）

小型パン♪,牛乳200（パック）,バ
ナナ

せんべい
（15）

生乳 甘辛せんべい,プレミックス
粉,車糖,ミルクチョコレート,
バター

バナナ

512 12.3 11.3 1.0

31 月

牛乳100
ｍｌ

ごはん,栄養きんぴら,かぼちゃの
みそ汁,キャベツとわかめのサラ
ダ,バナナ（1/2本)

牛乳100ｍｌ,
せんべい
（15）

生乳,ぶたかた,さつま揚
げ,油揚げ,煮干し,湯通し
塩蔵わかめ

こめ,植物油脂,車糖,甘辛せん
べい

ごぼう,にんじん,青ピーマン,西洋か
ぼちゃ,根深ねぎ,生しいたけ,キャベ
ツ,きゅうり,バナナ

539 18.0 16.3 2.6

533 17.2 15.7 1.9
期 間 平 均


