
１　群 ２　群 ５　群 ６　群 ３　群 ４　群
魚･肉･卵･豆･豆製品 牛乳･乳製品･小魚･海藻 穀類･いも類･砂糖 油脂 緑黄色野菜 その他の野菜･果物

回鍋肉丼 豚肉　赤みそ 米　押麦 サラダ油 にんじん　ピーマン
しょうが　にんにく　玉ねぎ　キャベ
ツ

ワカメスープ 豆腐 ワカメ 砂糖　でんぷん 白ゴマ 長ネギ

冷凍みかん みかん

牛乳 牛乳

ごはん 米

鮭の照り焼き 鮭 しょうが

おひたし 油揚げ 砂糖 にんじん　こまつな もやし

みそけんちん汁 鶏肉　豆腐　赤みそ
白みそ

じゃがいも にんじん 大根　ごぼう　長ネギ

牛乳 牛乳

ナス入りミートソーススパゲティー 豚ひき肉
スパゲティ　薄力粉　砂
糖

オリーブ油　サラダ油
バター

にんじん　トマトピュー
レ

しょうが　にんにく　玉ねぎ　マッ
シュルーム　ナス

コーンサラダ 鶏肉　豆腐 砂糖 サラダ油 にんじん キャベツ　きゅうり　コーン

パインゼリー 寒天 砂糖 パインジュース　パイン缶

牛乳 牛乳

キムチチャーハン 豚ひき肉 米 サラダ油　ラード にんじん　ピーマン 長ネギ　白菜キムチ

春雨スープ 鶏肉　豆腐 春雨 白ゴマ にんじん もやし　白菜

タピオカポンチ タピオカ　砂糖 黄桃缶　パイン缶　みかん缶

牛乳 牛乳

焼きカレーパン 豚ひき肉　たまご パン　パン粉　薄力粉 サラダ油 にんじん 玉ねぎ

ひよこ豆サラダ ベーコン　ひよこ豆 砂糖 サラダ油 にんじん キャベツ　きゅうり

クリームスープ 鶏肉　白いんげん豆 調理用牛乳 じゃがいも　薄力粉 サラダ油 にんじん 玉ねぎ　マッシュルーム

牛乳 牛乳

エビピラフ エビ 米 サラダ油　バター にんじん　ピーマン

ツナのキッシュ ツナ　たまご 生クリーム　粉チーズ サラダ油 ほうれんそう 玉ねぎ

とうもろこしのスープ ベーコン じゃがいも にんじん キャベツ　コーン

牛乳 牛乳

たらこスパゲティー たらこ　イカ のり スパゲティ オリーブ油　バター 万能ネギ にんにく

ワカメサラダ ワカメ 砂糖 サラダ油 キャベツ　きゅうり　コーン

豆腐きなこドーナツ たまご　豆腐　きな粉 調理用牛乳 薄力粉　砂糖 サラダ油

牛乳 牛乳

麦ごはん 米　押麦

酢豚 豚肉 でんぷん　砂糖 サラダ油　ゴマ油 にんじん　ピーマン
しょうが　にんにく　玉ねぎ　黄色
ピーマン　しめじ

サイダーゼリー 寒天 砂糖　サイダー 黄桃缶　パイン缶　みかん缶

牛乳 牛乳

たきこみごはん 油揚げ ひじき 米 にんじん　さやいんげん しめじ　えのきだけ

エビ入り厚焼き卵 エビ　たまご 砂糖　でんぷん 万能ネギ 玉ねぎ

すまし汁 鶏肉　かまぼこ　豆腐 にんじん　こまつな 大根

お月見団子 きな粉 上新粉　白玉粉　砂糖 カボチャ

牛乳 牛乳

ピザサンドトースト ハム チーズ 食パン サラダ油
ピーマン　トマトピュー
レ

玉ねぎ

シュガーフランス ソフトフランスパン　グ
ラニュー糖

マーガリン

トマトシチュー 鶏肉　大豆
じゃがいも　薄力粉　砂
糖

サラダ油　バター
にんじん　トマトピュー
レ

玉ねぎ　マッシュルーム

ヨーグルト ヨーグルト

牛乳 牛乳

豚丼 豚肉 米　こんにゃく　砂糖 玉ねぎ　長ネギ　しめじ

かきたま汁 豆腐　たまご でんぷん にんじん キャベツ

梨 梨

牛乳 牛乳

ごはん 米

白身魚の南蛮漬け 白身魚 でんぷん　砂糖 サラダ油 長ネギ

ゴマあえ 砂糖 白ゴマ にんじん　こまつな もやし

豚汁 豚肉　豆腐　赤みそ
白みそ

じゃがいも にんじん 大根　ごぼう　玉ねぎ　長ネギ

牛乳 牛乳

ごはん 米

鶏肉の梅肉焼き 鶏肉 ねり梅

千草あえ 油揚げ　たまご こんにゃく　砂糖 サラダ油　白ゴマ にんじん　こまつな

じゃがいもみそ汁 赤みそ　白みそ ワカメ じゃがいも 玉ねぎ

牛乳 牛乳

あんかけ焼きそば 豚肉　エビ　イカ 蒸し中華めん　でんぷん サラダ油　ゴマ油 にんじん　こまつな
しょうが　にんにく　玉ねぎ　もやし
白菜

にゅうない豆腐 調理用牛乳　寒天 砂糖 黄桃缶　パイン缶　みかん缶

牛乳 牛乳

ごはん 米

ししゃものカレー揚げ ししゃも 薄力粉 サラダ油

のりあえ のり 砂糖 キャベツ

さつま汁 豚肉　豆腐　赤みそ
白みそ

さつまいも にんじん　こまつな 大根　ごぼう　長ネギ

牛乳 牛乳

きなこ揚げパン きな粉
コッペパン　グラニュー
糖

サラダ油

パスタサラダ スパゲティ　砂糖 サラダ油　マヨネーズ にんじん キャベツ　きゅうり　コーン

ポトフ ウインナー じゃがいも にんじん　パセリ 玉ねぎ　キャベツ

牛乳 牛乳

30 月

20 金

24 火

25 水

17 火

18 水

19 木

11 水

12 木

13 金

6 金

9 月

10 火

3 火

4 水

5 木

日
曜
日 献　立

主に体の組織をつくる 主にエネルギーになる 主に体の調子を整える
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