
エネルギー たんぱく質 ｶﾙｼｳﾑ 食塩相当量

kcal g mg g

スパイシータコスどん ポテトスープ 米 バター 牛乳 ぶたにく にんにく・しょうが こまつな

みかん あぶら じゃがいも ひよこまめ チーズ にんじん たまねぎ

ベーコン うずらたまご ピーマン しめじ

コーン みかん

みそラーメン あげどりとじゃがいものにもの ちゅうかめん あぶら 牛乳 ぶたにく たまねぎ・にんじん にんにく・しょうが

はちみつレモンゼリー じゃがいも さとう みそ とりにく キャベツ コーン

でんぷん もやし ほししいたけ

にら ねぎ

チキンカレーライス ツナとキャベツのあえもの 米 あぶら 牛乳 とりにく にんにく しょうが

リンゴゼリー じゃがいも さとう マグロ にんじん たまねぎ

キャベツ こまつな

ちゅうかおこわ かみかみごぼう 米 もちごめ 牛乳 とりにく にんじん ごぼう

はっぽうさい あぶら さとう だいず ぶたにく しょうが にんじん

でんぷん うずらたまご いか はくさい たまねぎ

なると たけのこ ヤングコーン

ごはん いなだのてりやき 米 あぶら 牛乳 いなだ きりぼしだいこん にんじん

きりぼしだいこんのにもの さとう さつまいも ぶたにく さつまあげ ほししいたけ いんげん

さつまじる とりにく あぶらあげ はくさい

みそ

とりそぼろどん おんやさいのごまあえ 米 あぶら 牛乳 とりにく しょうが たまねぎ

とんじる さとう でんぷん だいず ぶたにく ほうれんそう もやし

じゃがいも みそ とうふ はくさい にんじん

だいこん ねぎ

きなこあげパン チキンヌードルスープ パン あぶら 牛乳 だいず にんにく ほうれんそう

カクテルゼリー さとう スパゲティ とりにく たまご たまねぎ にんじん

ベーコン セロリー コーン

もも・パイン みかん

ごはん とりにくのごまみそやき 米 さとう 牛乳 とりにく キャベツ きゅうり

かぶのそくせきづけ あぶら みそ こんぶ かぶ ごぼう

いわしのつみれじる いわし とうふ だいこん ねぎ

こまつな

ちゃんぽんうどん かくあげのからみそいため うどん あぶら 牛乳 ぶたにく たまねぎ・にんじん にんにく・しょうが

フルーツのゼリーあえ でんぷん さとう いか かまぼこ ほうれんそう・ねぎ きくらげ

かくあげ はくさい チンゲンサイ

みかん・りんご もも・パイン

ドライカレー ポークヒレカツ 米 あぶら 牛乳 ぶたにく しょうが にんにく

にらとたまごのスープ こむぎこ でんぷん とりにく だいず たまねぎ にんじん

ひよこまめ みそ トマト にら

たまご とうふ

ごはん さばのやくみソースかけ 米 さとう 牛乳 さば こんにゃく えだまめ

ひじきに あぶら でんぷん さつまあげ とりにく にんじん だいこん

さわにわん ひじき だいず ごぼう たけのこ

あぶらあげ ねぎ えのきたけ

デニッシュロールパン ミートグラタン パン ペンネ 牛乳 ぶたにく たまねぎ トマト

にくだんごとはるさめのスープ じゃがいも あぶら とりにく チーズ りんご にんじん

りんご はるさめ もやし チンゲンサイ

キムチとたくあんのごはん トマトとワンタンのスープ 米 あぶら 牛乳 ぶたにく だいこん はくさい

とうにゅうあんにん さとう とりにく たまご ねぎ たまねぎ

トマト みかん・りんご

もも・パイン

チキンライス クリスピーチキン 米 あぶら 牛乳 とりにく たまねぎ にんじん

キャベツとベーコンのスープ ベーコン グリンピース マッシュルーム

ブッシュドノエル コーン キャベツ

セロリー

平均値 650 25.7 337 2.64

基準値 650 27.6 350 2未満
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