
エネルギー たんぱく質 ｶﾙｼｳﾑ 食塩相当量

kcal g mg g

ごはん ドライカレー 米 あぶら ぶたにく とりにく にんにく・しょうが たまねぎ・にんじん

かぶのそくせきづけ こむぎこ ペンネ だいず ひよこまめ ほうれんそう マッシュルーム

オニオンスープ みそ こんぶ トマト キャベツ

アセロラゼリー きゅうり かぶ

ごはん いわしのかばやき 米 さとう のり いわし しょうが ほうれんそう

　のりのつくだに おかかあえ でんぷん あぶら かつおぶし あぶらあげ キャベツ もやし

さつまいものみそしる さつまいも みそ にんじん こんにゃく

だいこん ねぎ

レモンシュガートースト キャベツとウインナーのソテー パン さとう ウインナー ベーコン キャベツ たまねぎ

こめこチャウダー あぶら じゃがいも チーズ にんじん コーン

米粉

わかめごはん こまつなのにびたし 米 わかめ さつまあげ しめじ えのきたけ

おでん とりにく ちくわ こまつな だいこん

りんご がんもどき こんぶ にんじん こんにゃく

りんご

きりぼしだいこんビビンバ かみかみごぼう 米 あぶら ぶたにく とうふ きりぼしだいこん にんにく

むらくもじる さとう でんぷん たまご かまぼこ にんじん もやし

かみかみするめ いか ほうれんそう ごぼう

こまつな

とりごぼうおこわ やきビーフン 米 もちごめ とりにく ぶたにく ごぼう にんじん

なまあげのみそしる さとう ビーフン なまあげ わかめ たまねぎ キャベツ

はちみつレモンゼリー あぶら みそ だいこん もやし

こまつな ねぎ

セサミトースト しろはなまめのコロッケ パン さとう しろはなまめ ベーコン エリンギ こまつな

こまつなとエリンギのソテー あぶら じゃがいも とりにく だいず コーン たまねぎ

ミネストローネ ウインナー にんじん かぶ

トマト

さんまひつまぶしごはん だいこんときりこんぶのいために 米 でんぷん さんま あぶらあげ しょうが だいこん

すましじる あぶら さとう ぶたにく なまあげ にんじん こんにゃく

こんぶ とりにく こまつな ねぎ

かまぼこ とうふ ほうれんそう

ポークカレーライス せんぎりやさいのサラダ 米 あぶら ぶたにく ハム にんにく しょうが

ヨーグルト じゃがいも ヨーグルト にんじん たまねぎ

キャベツ きゅうり

コーン パプリカ

ほうとう ちくぜんに ほうとう さといも ぶたにく あぶらあげ かぼちゃ だいこん

まっちゃあずきむしパン あぶら さとう みそ とりにく にんじん こまつな

ちくわ あずき ごぼう こんにゃく

だいこん いんげん

スパゲティナポリタン はくさいとベーコンのスープ スパゲティ あぶら ぶたにく ウインナー にんにく にんじん

おこめのタルト さとう ベーコン とりにく たまねぎ しめじ

トマト ピーマン

はくさい こまつな

ツイストあげパン マカロニのカレーソテー パン あぶら ベーコン とりにく キャベツ たまねぎ

はるさめスープ さとう マカロニ なると わかめ にんじん コーン

はるさめ ねぎ ほししいたけ

ごはん さけのしおやき 米 さとう さけ のり ほうれんそう もやし

ほうれんそうののりあえ じゃがいも ぶたにく にんじん たまねぎ

にくじゃが しらたき さやいんげん

キムチチャーハン とうふのちゅうかに 米 あぶら ぶたにく なると にんにく・しょうが たまねぎ・にんじん

はくさいとベーコンのスープ でんぷん さとう とうふ だいず にら はくさい

ベーコン とりにく コーン ねぎ

キャベツ チンゲンサイ

さつまいもごはん さといもといかのにもの 米 さつまいも いか とりにく にんじん だいこん

かきたまじる さといも さとう なまあげ とうふ こんにゃく グリンピース

みかん あぶら たまご なると ねぎ こまつな

みかん

しゃんはいやきそば トマトとワンタンのスープ ちゅうかめん あぶら ぶたにく いか たまねぎ・にんじん キャベツ

しらたまみつまめ さとう しらたまこ とりにく たまご ねぎ たけのこ

こまつな トマト

パイン みかん

ホットチリドッグ かいそうサラダ パン さとう ぶたにく だいず たまねぎ・にんじん ねぎ

にくだんごときのこのスープ あぶら マグロ わかめ トマト キャベツ

とりにく ウインナー ほうれんそう えのきたけ

ほししいたけ エリンギ

ごはん アジフライ 米 さとう ひじき ちりめんじゃこ こんにゃく にんじん

　ひじきふりかけ ごもくに あぶら じゃがいも あじ ぶたにく だいこん さやいんげん

だいこんのみそしる だいず とうふ えのきたけ ねぎ

あぶらあげ わかめ

ちゅうかどん ビーフンスープ 米 あぶら ぶたにく なると にんにく・しょうが にら

とうにゅうあんにん でんぷん ビーフン うずらたまご とりにく にんじん たまねぎ

さとう はくさい チンゲンサイ

みかん・りんご もも・パイン

ごはん れんこんのきんぴら 米 あぶら のり ぶたにく れんこん しめじ

　あじつけのり こうやどうふのにもの さとう さつまあげ とりにく こんにゃく にんじん

あぶらあげ こうやどうふ たまねぎ こまつな

平均値 639 25.8 373 2.6

基準値 650 27.6 350 2未満
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