
平成２８年
ｴﾈﾙｷﾞｰ（ｋｃａｌ）

たんぱく質(g)

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群 脂 肪 (g)

ごはん　　ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん ぜんまい　　ねぎ ごはん あぶら 626
ビビンバ（にくみそ・ナムル） わかめ こまつな もやし　　　　キャベツ　 さんおんとう ごまあぶら 23.6
わかめスープ コーン　　　　しいたけ ラーゆ 19.5
ごはん　　みかんジュース ぶたにく　とりにく ピーマン たまねぎ　　だいこん ごはん あぶら 671
ぶたにくのしょうがやき　　すいとん さつまあげ こまつな もやし　　　　しいたけ じゃがいも 26.5
こまつなのにびたし あぶらあげ にんじん ねぎ すいとん 12.5
はちみつパン　　ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん もやし　　　　キャベツ はちみつパン 589
しょうゆラーメン　　つぼづけあえ なると チーズ ねぎ　　　　　メンマ めん 28.4
キャンディチーズ きゅうり　　　つぼづけ 19.8
ごはん　　ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ　　　ねぎ ごはん あぶら 639
マーボーどうふ　　プチプチサラダ とうふ わかめ にら きゅうり　　　　なし さんおんとう ごまあぶら 24.8
なし キャベツ　　　コーン 17.5
よこぎりまるパン　　ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう にんじん キャベツ　　たまねぎ よこぎりまるパン 608
てりやきチキン　　マカロニスープ ベーコン さやいんげん マカロニ 26.4
ボイルキャベツ じゃがいも 23.3
ごはん　　ぎゅうにゅう さば　　さつまあげ ぎゅうにゅう にんじん だいこん　　　ねぎ ごはん あぶら 699
さばのみそに　　なめこじる とうふ　だいず きりぼしだいこん じゃがいも 27.0
きりぼしだいこんに あぶらあげ なめこ さんおんとう 22.0
わかめごはん　　ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ　　　えのき ごはん あぶら 602
ぶたにくとなまあげのみそいため とうふ　ぶたにく わかめ みつば キャベツ　　　にんにく さんおんとう ごまあぶら 23.7
とりつみれじる きぬあげ しょうが 16.9
コッペパン　　ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん キャベツ　　　もやし コッペパン あぶら 641
やきそば　　フルーツゼリーあえ ピーマン みかん　　　　もも ゼリー 23.6

バナナ　　　　パイン めん 15.4
ごはん　　ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ　　もやし ごはん あぶら 644
じゃがいものなんばんに なまあげ ピーマン キャベツ　　コーン さんおんとう ごま 21.7
ごまずあえ じゃがいも 16.2
こぎつねごはん　　ぎゅうにゅう あぶらあげ ぎゅうにゅう にんじん だいこん　　ごぼう ごはん あぶら 655
おつきみけんちん　おつきみだんご ぶたにく きぬさや キャベツ　　きゅうり こんにゃく 22.6
キャベツのおひたし とうふ ねぎ さといも 18.8
ごはん　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ほうれんそう だいこん　　ねぎ ごはん ごま 615
ポークシュウマイ　　　ごまあえ あぶらあげ にんじん きゅうり　　　キャベツ さんおんとう 20.7
ほうれんそうのみそしる ぶたにく 17.2

パインパン　　ジョア さけ ジョア さやいんげん たまねぎ　　　キャベツ パインパン あぶら 639
さけのムニエル　　ミネストローネ ベーコン にんじん きゅうり マカロニ ごま 26.3
フレンチサラダ だいず トマト じゃがいも 20.4
そぼろごはん　　ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう こまつな キャベツ　　たまねぎ ごはん ごま 592
やさいたっぷりみそしる おからこんにゃく くきわかめ にんじん ごぼう　　　えだまめ じゃがいも ごまあぶら 20.0
くきわかめきんぴら さつまあげ しょうが こんにゃく あぶら 16.8

ごはん　　ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ　　キャベツ ごはん あぶら 691
チキンハヤシ　やさいのさっぱりあえ チーズ さやいんげん もやし　　　　にんにく じゃがいも 21.3

こまつな さんおんとう 21.7

どうぶつホットケーキ　　ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん なす　　　　　たまねぎ ホットケーキ オリーブゆ 635
なすとひきにくのスパゲティ チーズ トマト マッシュルーム　　コーン めん ドレッシング 22.8
カラフルサラダ キャベツ　　きゅうり 24.6
チキンライス　　ぎゅうにゅう とりにく ぎゅうにゅう グリンピース たまねぎ　　キャベツ ごはん バター 665
オムレツ　　ＡＢＣスープ たまご にんじん マッシュルーム マカロニ あぶら 25.0

ベーコン じゃがいも 20.8
ナン　　ぎゅうにゅう ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ　　　きゅうり ナン あぶら 617
キーマカレー　　ひじきサラダ だいず ひじき トマト もやし　　　　　にんにく じゃがいも ごまあぶら 21.5

ツナ わかめ さんおんとう ごま 30.6
ごはん　　ぎゅうにゅう とうふ ぎゅうにゅう にんじん ねぎ　　　　　メンマ ごはん あぶら 620
とうふのちゅうかに　　じゃこサラダ ぶたにく こざかな チンゲンサイ だいこん　　きゅうり さんおんとう ごまあぶら 24.7

うずらのたまご にんにく　　しょうが かたくりこ ラーゆ 19.7
※野菜類はすべて加熱してあります。　※都合により献立を変更する場合があります。　※ごはんはすべて太田のお米です。
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