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午 後 午 後

午 前 午 前
中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
卵と野菜のスープ 味噌汁（大根・もやし）
ブロッコリーのサラダ 厚揚げのそぼろあんかけ
果物(バナナ) 蒸し鶏の中華和え

果物(りんご)
食塩相当量 1.1 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

わかめと胡麻のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal きのこのパスタ ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
味噌汁(豆腐･白菜・小松菜 白菜のミルクスープ
豚肉の生姜焼き 花野菜サラダ
野菜のゆかり和え さつまいもの甘煮
果物(オレンジ) 果物(柿)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
五穀米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal 麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
中華風コーンスープ 卵スープ
麻婆春雨 野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え
しらすいり中華サラダ 果物(バナナ)
ゼリー

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
かやくご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
すまし汁（若布・花麩） けんちん汁
鶏と大根の煮物 鯖のみそ煮
もやしの胡麻和え ほうれん草の和えもの
果物(りんご) 果物(柿)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
キャロブパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
ミネストローネスープ 味噌汁（かぶ・はくさい）
白身魚のクリーム煮 ぎせい豆腐
コールスローサラダ ささみと大根のサラダ
果物(バナナ) 果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
きのこうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal ミラノ風ドリア ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
里芋のコロッケ コーンポタージュ
にんじんのしりしり チキンナゲット
果物(柿) 野菜とかにかまのサラダ

果物(洋梨)
食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.3 ｇ

チキン照り焼き丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal 胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
キャベツスープ 味噌汁（キャベツ・もやし
もやしとハムのサラダ 豚肉と小松菜の炒め物
果物(バナナ) 春雨サラダ

果物(りんご)
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

山菜おこわ ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal 磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
味噌汁(豆腐･葱) きすの天ぷら
カジキマグロのから揚げ 野菜のナムル
五目和え ゼリー
果物(梨)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
チャンポン ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal 親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
焼売 わかめとなるとのスープ
大根の和マヨサラダ 野菜のマヨネーズ和え
果物(バナナ) 果物(バナナ)

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
バーガーパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
ホクホク南瓜のポタージュ 野菜スープ
チーズハンバーグ パンプキンサラダ
ﾂﾅとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ ブロッコリーとカニカマ
ゼリー 果物(柿)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 499 kcal タンパク質 19.5 g
なめこ汁 17.9 g 食塩相当量 1.8 g
いわしかばやき
人参の炒めなます 今月の地場産物：たまご・にんじん・キャベツ
果物(りんご)

食塩相当量 2.1 ｇ
カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
牛乳
コーンサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ
納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
味噌汁(玉葱･わかめ)
焼魚
こまつなのお浸し
果物(柿)

食塩相当量 2.0 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal
かぶの豚汁
鶏の唐揚げ
ポテトサラダ
果物(梨)

食塩相当量 1.7 ｇ
かぼちゃロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
チキンスープ
マカロニグラタン
ブロッコリーと卵のサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 499 kcal タンパク質 19.5 g

17.9 g 食塩相当量 1.8 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

20.5 ｇ

栄  養  価

ｇ

19.6 ｇ

脂　質 15.3 ｇ

16.4 ｇ

たんぱく質 19.5 ｇ

ｇ

たんぱく質 18.6

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

たんぱく質

脂　質

たんぱく質 19.5 ｇ ◆肉まん

たんぱく質

／ ／
脂　質 17.4

スパゲッティ／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／さつまいも／
三温糖／薄力粉／かた
くり粉／ごま油

十勝ヨーグルト／鶏小
間／きざみのり／牛乳
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／豚ひき肉

3
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／サラダ
油／かたくり粉／薄力
粉／無塩バター／グラ
ニュー糖／ジャム

牛乳／わかめご飯の素
／絹ごし豆腐／かたく
ちいわし(煮干し)／豚
肩ロース(赤肉)／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／かつお加工品(削り
節)

はくさい／こまつな／
しょうが／きゅうり／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
キャベツ／しそ葉（ゆ
かり）／ミネオラオレ
ンジ

牛乳
21

1
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油／かたくり粉／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／★食パン(8枚
切り)

牛乳／豚小間／むき海
老／★たまご／★ロー
スハム／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／キャ
ベツ／ブロッコリー／
きゅうり／バナナ

牛乳
20

／ ／
脂　質 19.7

コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／おおむ
ぎ(米粒麦）／三温糖
／サラダ油／かたくり
粉／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／ごま油

牛乳／かたくちいわし
(煮干し)／生揚げ／豚
ひき肉／鶏若鶏肉ささ
身

だいこん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／しょうが／玉
葱／にんじん／生しい
たけ(菌床栽培、生)／
きゅうり／りんご／れ
んこん

牛乳
◆ツナマヨトースト たんぱく質 19.4 ◆野菜チップス

ｇ

ｇ

4
★ウエハース／水稲穀粒
／五穀米の素／とうもろ
こし缶詰／かたくり粉／
普通はるさめ／ごま油／
三温糖／ゼリー／じゃが
いも／ぎょうざの皮／サ
ラダ油

牛乳／鶏若鶏肉ひき肉
／★たまご／豚ひき肉
／しらす干し(微乾燥
品)／まぐろ缶詰(油漬
ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／切れてる
チーズ

ねぎ／玉葱／にんじん
／にら／しょうが／チ
ンゲンツァイ／きゅう
り／赤ピーマン

牛乳
22

土 牛乳 木 牛乳
クラッカー コーンフレーク

月 牛乳 金 ヨーグルト
ビスケット

にんにく／えのきたけ／生しい
たけ／ぶなしめじ／エリンギ／
玉葱／はくさい／にんじん／ブ
ロッコリー／キャベツ／カリフ
ラワー／レモン／かき／干し椎
茸／ねぎ／たけのこ(ゆで)／
しょうが

◆麦茶
◆スコーン

ｇ

脂　質 19.0
火 牛乳 土 牛乳

ウエハース クラッカー

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
葉ねぎ／キャベツ／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆ツナサモサ たんぱく質 18.4 ｇ

／ ／
脂　質 18.5

ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／ごま油／白ご
ま（すり）／★食パン
(6枚切り）／三温糖／
有塩バター／粉糖

牛乳／木綿豆腐／豚ひ
き肉／★たまご／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／サラダ竹輪

◆フレンチトースト

ｇ
／ ／

脂　質 18.7

★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／三温糖／黒ごま（す
り）／薄力粉／グラ
ニュー糖／無塩バター

牛乳／木綿豆腐／★ま
さば／しらす干し(半
乾燥品)／★たまご

脂　質 18.2 ｇ
水 麦茶 月 牛乳

チーズ ビスケット

だいこん／にんじん／
ごぼう／ねぎ／しょう
が／りょくとうもやし
／ほうれんそう／かき
(甘がき)／ポッカ１０
０レモン

牛乳
◆マドレーヌ たんぱく質

たんぱく質 19.8 ｇ
／ ／

脂　質 16.0

塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／蒸し中華めん／サラ
ダ油

キャンディーチーズ／か
たくちいわし(煮干し)／
木綿豆腐／豚ひき肉／★
たまご／鶏若鶏肉ささ身
／油揚げ／牛乳／★ウィ
ンナー／かつお加工品
(かつお節)

脂　質 16.4 ｇ
木 牛乳 火 麦茶

コーンフレーク チーズ

はくさい／かぶ／かぶ
(葉)／にんじん／生し
いたけ(菌床栽培、生)
／だいこん／きゅうり
／バナナ／キャベツ／
玉葱

牛乳

19.9 ｇ ◆マフィン

ｇ

5
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／糸こんにゃ
く／三温糖／花麩／白
ごま(いり）／グラ
ニュー糖／薄力粉／無
塩バター

キャンディーチーズ／
油揚げ／きざみのり／
湯通し塩蔵わかめ／煮
干し／凍り豆腐／鶏若
鶏肉モモ／なると／牛
乳／★たまご

ごぼう／にんじん／ね
ぎ／干し椎茸／だいこ
ん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／きゅうり／りんご

牛乳
24

たんぱく質 19.5 ｇ
／ ／

脂　質 18.9

★ウエハース／精白米／薄
力粉／有塩バター／とうも
ろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)(ﾎｰﾙ)／ク
ルトン／かたくり粉／サラ
ダ油／三温糖／グラニュー
糖／甘露煮／マロンペース
ト

牛乳／豚ひき肉／パル
メザンチーズ／鶏若鶏
肉ひき肉／木綿豆腐／
かに風味かまぼこ／★
たまご／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳
脂肪)

脂　質 19.5 ｇ
金 麦茶 水 牛乳

塩せんべい ウエハース

玉葱／トマト缶詰(ダ
イス）／キャベツ／
きゅうり／にんじん／
西洋なし

◆麦茶

◆チャーハン たんぱく質 19.0 ｇ ◆インディアン焼きそば

ｇ

6
コーンフレーク／★
キャロブパン／じゃが
いも／三温糖／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄
力粉／有塩バター／水
稲穀粒(精白米)

牛乳／★ベーコン／さ
わら／★ロースハム／
鶏若鶏肉ひき肉／かに
風味かまぼこ／★たま
ご

にんじん／玉葱／セロ
リー／パセリ／トマト
缶詰(ホール）／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／バナナ／ねぎ

◆麦茶
25

たんぱく質 20.1 ｇ
／ ／

脂　質 15.5

マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）／かたくり
粉／ごま油／普通はる
さめ(乾)／じゃがいも
／オリーブ油

牛乳／きな粉(大豆）
／かたくちいわし(煮
干し)／豚小間／★た
まご／★ロースハム／
パルメザンチーズ 脂　質 19.1 ｇ

土 牛乳 木 牛乳
クラッカー ◆マカロニきな粉

キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／こまつな／
きゅうり／にんじん／
りんご

牛乳

◆マロンパイ たんぱく質 20.0 ｇ ◆手作りケーキ

ｇ

7
塩せんべい／うどん
(ゆで)／さといも／
じゃがいも／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サラダ
油／パイ皮／さつまい
も／日本ぐり(甘露
煮）

油揚げ／豚小間／かた
くちいわし(煮干し)／
豚ひき肉／★たまご／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／牛乳／クリーム
(乳脂肪)

なめこ／ぶなしめじ／
えのきたけ／わけぎ／
にんじん／玉葱／かき
(甘がき)

牛乳
26

◆トマトピザトースト たんぱく質 19.1 ｇ ◆じゃが芋のガレット

ｇ

8
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖／白ごま(いり）／
ごま油／★食パン(6枚
切り）

牛乳／鶏小間／★たま
ご／きざみのり／★
ロースハム／ピザ用
チーズ／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

キャベツ／にんじん／
玉葱／りょくとうもや
し／きゅうり／バナナ
／トマト缶詰(ダイ
ス）

牛乳
27

ｇ

ｇ

11
★ハードビスケット／もち
米／水稲穀粒／甘露煮／ご
ま油／かたくり粉／三温糖
／サラダ油／薄力粉／強力
粉／無塩バター／グラ
ニュー糖／白ごま(いり）／
黒ごま（すり）

牛乳／絹ごし豆腐／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／かたくちいわし
(煮干し)／めかじき／
油揚げ／かに風味かま
ぼこ／★たまご

にんじん／たけのこ
(ゆで)／干し椎茸／わ
らび(ゆで)／ねぎ／こ
まつな／りょくとうも
やし／日本なし

牛乳

◆昆布おにぎり たんぱく質 20.1 ｇ

／
脂　質 18.2

火 牛乳
ビスケット

◆セサミビスコッティ たんぱく質 18.7

ｇ

12
★スティックパン／中
華めん(ゆで)／ごま油
／しゅうまいの皮／か
たくり粉／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）

牛乳／豚小間／なると
／むき海老／豚ひき肉
／★たまご／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／昆
布つくだ煮

キャベツ／にんじん／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／しょう
が／干し椎茸／ねぎ／た
けのこ／グリンピース／
だいこん／きゅうり／バ
ナナ

◆麦茶

◆みそポテト たんぱく質 20.8

／
脂　質 15.4

13
★ウエハース／★白パン
／とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／パン粉(乾燥)／三温
糖／ごま油／ゼリー／
じゃがいも／薄力粉／サ
ラダ油

牛乳／豚ひき肉／★た
まご／ピザ用チーズ／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／干し椎茸／
ブロッコリー／きゅう
り／キャベツ

牛乳

水 牛乳
スティックパン

木 牛乳
ウエハース

／

／
脂　質 16.9

◆卵ロール たんぱく質 19.8

ｇ

14
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／薄力粉／三
温糖／サラダ油／白ご
ま(いり）／★ロール
パン

牛乳／絹ごし豆腐／か
たくちいわし(煮干し)
／まいわし／油揚げ／
★たまご

なめこ／あさつき／に
んじん／だいこん／れ
んこん／りんご

牛乳

15
ソーダクラッカー／う
どん(ゆで)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲
穀粒(精白米)／白ごま
(いり）

豚小間／牛乳／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
しらす干し(微乾燥品)
／かつお加工品(かつ
お節)

ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝスイートりん
ご／にんじん／玉葱／
わけぎ／キャベツ／
きゅうり／バナナ

牛乳

金 牛乳
塩せんべい

土 りんごジュース
クラッカー

／

◆しらすおかかおにぎり 17.7

◆メロンパントースト たんぱく質 19.5 ｇ

ｇ

17
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／★
食パン(8枚切り)／グ
ラニュー糖／有塩バ
ター／強力粉(１等)

牛乳／挽きわり納豆／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／塩ざけ／
かつお加工品(かつお
節)／きざみのり

玉葱／にんじん／こま
つな／りょくとうもや
し／かき(甘がき)／レ
モン(果汁､生)

牛乳

火 牛乳
ウエハース

／

◆マシュマロおこし

／

18
★ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／かたくり粉／
サラダ油／じゃがいも／
とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／マシュマロ／有塩バ
ター／コーンフレーク

牛乳／わかめご飯の素
／豚小間／油揚げ／か
たくちいわし(煮干し)
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／★ロースハム

かぶ／かぶ(葉)／にん
じん／ねぎ／しょうが
／きゅうり／日本なし

牛乳

月 牛乳
ビスケット

19
塩せんべい／★かぼ
ちゃロール／マカロニ
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／薄力粉／有塩
バター／水稲穀粒(精
白米)／三温糖

牛乳／鶏小間／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
ピザ用チーズ／★たま
ご／油揚げ／鶏若鶏肉
ひき肉

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／玉葱／パセリ／
ブロッコリー／きゅう
り／バナナ／しょうが

◆麦茶

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

水 牛乳
塩せんべい

／

◆そぼろ稲荷

ｇ

ｇ

脂　質 19.1

脂　質 20.9

たんぱく質 19.2 ｇ

ｇ

ｇ

ｇ脂　質 18.6

たんぱく質 18.9

ｇ

ｇ脂　質 17.2

たんぱく質

脂　質 16.4

ｇ

28
★ハードビスケット／う
どん(ゆで)／薄力粉／サ
ラダ油／白ごま（すり）
／ごま油／ゼリー／★サ
ンドイッチ用食パン／グ
ラニュー糖

豚小間／油揚げ／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かたくちいわし(煮
干し)／きす／★たま
ご／牛乳／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ
(植物性脂肪)

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／温州蜜柑缶詰
(果肉)／パインアップ
ル(缶詰)

牛乳
◆フルーツサンド たんぱく質 19.5 ｇ

／
脂　質 18.3 ｇ

金 麦茶
ビスケット

29
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖／ごま油／★食パン
(市販品）

牛乳／鶏小間／★たま
ご／きざみのり／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／なると／★ロースハ
ム／ピザ用チーズ

玉葱／ねぎ／葉ねぎ／
きゅうり／ブロッコ
リー／にんじん／バナ
ナ

牛乳
◆ハムチーズトースト たんぱく質 21.3 ｇ

／
脂　質 19.0 ｇ

土 牛乳
クラッカー

たんぱく質 19.6 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
月 ヨーグルト

31
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／無塩バター／グ
ラニュー糖

十勝ヨーグルト／豚ひ
き肉／★たまご／かに
風味かまぼこ／牛乳／
脱脂粉乳

玉葱／にんじん／青
ピーマン／キャベツ／
西洋かぼちゃ／きゅう
り／ブロッコリー／か
き(甘がき)

牛乳
◆手作りクッキー

◆柿は医者いらず

しいたけ
天然物やろ地栽培ものは春と秋に旬が

あり、秋は１０月から１１月ごろ

しゅうかくされます。購入するときは、

かさが開ききっていない厚みのあるもの

を選びましょう。

焼き物や揚げ物・煮物と

様々な調理法で

香りやうま味、

食感が

楽しめます。

柿が実る秋は過ごしやすく、食べも

のも栄養豊富なので、病気になる人

が少なくなるという意味で使われま

す。同じ意味で「柿が赤くなると医

者が青くなる」という言葉もありま

す。秋の恵みのをたくさん食べて、

医者いらずで過ごしたいですね。
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午 後 午 後

午 前 午 前
ｴﾈﾙｷﾞｰ kcal もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal

みそしる
あつあげのそぼろあんかけ
むしどりのちゅうかあえ
りんご

食塩相当量 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
わかめとごまのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 569 kcal きのこのぱすた ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
みそしる はくさいのみるくすーぷ
ぶたにくのしょうがやき はなやさいさらだ
やさいのゆかりあえ さつまいものあまに
おれんじ かき

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ごこくまいごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal
ちゅうかふうこーんすーぷ たまごすーぷ
まーぼーはるさめ やさいわふうまよねｰず
しらすいりちゅうかさらだ ばなな
ぜりー

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
かやくごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal
すましじる けんちんじる
とりとだいこんのにもの さばのみそに
もやしのごまあえ ほうれんそうのあえもの
りんご かき

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
きゃろぶぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal
みねすとろーねすーぷ みそしる
しろみざかなのくりーむに ぎせいどうふ
こーるすろーさらだ ささみとだいこんのさらだ
ばなな ばなな

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
きのこうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal みらのふうどりあ ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
さといものころっけ こーんぽたーじゅ
にんじんのしりしり ちきんなげっと
かき やさいとかにかまのさらだ

なし
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ

ちきんてりやきどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal
きゃべつスープ みそしる
もやしとはむのさらだ ぶたにくとこまつなのいた
ばなな はるさめさらだ

りんご
食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

さんさいおこわ ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal
みそしる きすのてんぷら
かじきまぐろのからあげ やさいのなむる
ごもくあえ ぜりー
なし

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
ちゃんぽん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal おやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
しゅうまい わかめとなるとのすーぷ
だいこんのわまよさらだ やさいのまよねーずあえ
ばなな ばなな

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ばーがーぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal どらいかれー ｴﾈﾙｷﾞｰ 618 kcal
かぼちゃのぽたーじゅ やさいすーぷ
ちーずはんばーぐ ぱんぷきんさらだ
ぶろっこりーのさらだ ぶろっこりーとかにかま
ぜりー かき

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 578 kcal タンパク質 22.7 g
なめこじる 20.3 g 食塩相当量 2.1 g
いわしのかばやき
にんじんのいためなます 今月の地場産物：たまご・にんじん・キャベツ
りんご

食塩相当量 2.4 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal
ぎゅうにゅう
こーんさらだ
ばなな

食塩相当量 2.2 ｇ
なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal
みそしる
やきさかな
こまつなのおひたし
かき

食塩相当量 2.6 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal
かぶのとんじる
とりのからあげ
ぽてとさらだ
なし

食塩相当量 1.9 ｇ
かぼちゃろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
ちきんすーぷ
まかろにぐらたん
ぶろっこりーのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 578 kcal タンパク質 22.7 g

20.3 g 食塩相当量 2.1 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.9 ｇ
／

脂　質 21.6 ｇ
水

19
★かぼちゃロール／マ
カロニ／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力粉／
有塩バター／水稲穀粒
(精白米)／三温糖

鶏小間／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳
／ピザ用チーズ／★た
まご／油揚げ／鶏若鶏
肉ひき肉

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／玉葱／パセリ／
ブロッコリー／きゅう
り／バナナ／しょうが

◆むぎちゃ
◆そぼろいなり

たんぱく質 22.0 ｇ
／

脂　質 20.5 ｇ
火

18
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
じゃがいも／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／マ
シュマロ／有塩バター
／コーンフレーク

わかめご飯の素／豚小
間／油揚げ／かたくち
いわし(煮干し)／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／★
ロースハム／牛乳

かぶ／かぶ(葉)／にん
じん／ねぎ／しょうが
／きゅうり／日本なし

ぎゅうにゅう
◆ましゅまろおこし

24.8 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
月

17
水稲穀粒(精白米)／★
食パン(8枚切り)／グ
ラニュー糖／有塩バ
ター／強力粉(１等)

糸引納豆／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
塩ざけ／かつお加工品
(かつお節)／きざみの
り／牛乳

玉葱／にんじん／こま
つな／りょくとうもや
し／かき(甘がき)／レ
モン(果汁､生)

ぎゅうにゅう
◆めろんぱんとーすと たんぱく質

15
うどん(ゆで)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／水
稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）

豚小間／牛乳／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
しらす干し(微乾燥品)
／かつお加工品(かつ
お節)

にんじん／玉葱／わけ
ぎ／キャベツ／きゅう
り／バナナ

ぎゅうにゅう
◆しらすおかかおにぎり たんぱく質 21.2 ｇ

／
脂　質 20.7 ｇ

土

◆たまごろーる たんぱく質 24.4 ｇ
14

水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／三温糖／サラダ
油／白ごま(いり）／
★ロールパン

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／まい
わし／油揚げ／牛乳／
★たまご

なめこ／あさつき／に
んじん／だいこん／れ
んこん／りんご

ぎゅうにゅう

／
脂　質 18.6 ｇ

金

たんぱく質 23.6 ｇ

ｇ

13
★バーガーパン／とう
もろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／
パン粉(乾燥)／三温糖
／ごま油／ゼリー／
じゃがいも／薄力粉／
サラダ油

牛乳／豚ひき肉／★た
まご／ピザ用チーズ／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／干し椎茸／
ブロッコリー／きゅう
り／キャベツ

ぎゅうにゅう

／
脂　質 21.2

木

◆みそぽてと

23.8 ｇ

ｇ17.4

8
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(いり）
／ごま油／★食パン(6
枚切り）

鶏小間／★たまご／き
ざみのり／★ロースハ
ム／牛乳／ピザ用チー
ズ／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)

キャベツ／にんじん／
玉葱／りょくとうもや
し／きゅうり／バナナ
／トマト缶詰(ダイ
ス）

ぎゅうにゅう

12
中華めん(ゆで)／ごま
油／しゅうまいの皮／
かたくり粉／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）

豚小間／なると／むき
海老／牛乳／豚ひき肉
／★たまご／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／昆
布つくだ煮

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
しょうが／干し椎茸／
ねぎ／たけのこ(ゆで)
／グリンピース(冷凍)
／だいこん／きゅうり
／バナナ

◆むぎちゃ

／
脂　質

水

◆こんぶおにぎり たんぱく質

◆せさみびすこってぃ たんぱく質 23.2 ｇ

木

11
もち米／水稲穀粒(精
白米)／日本ぐり(甘露
煮）／ごま油／かたく
り粉／三温糖／サラダ
油／薄力粉／強力粉
(全粒粉)／無塩バター
／グラニュー糖／白ご

絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
たくちいわし(煮干し)
／めかじき／油揚げ／
かに風味かまぼこ／牛
乳／★たまご

にんじん／たけのこ
(ゆで)／干し椎茸／わ
らび(ゆで)／ねぎ／こ
まつな／りょくとうも
やし／日本なし

ぎゅうにゅう

／
脂　質 20.6

火
ｇ

28

◆とまとぴざとーすと たんぱく質 23.7 ｇ ◆じゃがいものがれっと

ｇ

牛乳／豚ひき肉／パル
メザンチーズ／鶏若鶏
肉ひき肉／木綿豆腐／
かに風味かまぼこ／★
たまご／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳
脂肪)

27

6
★キャロブパン／じゃ
がいも／三温糖／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
薄力粉／有塩バター／
水稲穀粒(精白米)

ベーコン／さわら／牛
乳／★ロースハム／鶏
若鶏肉ひき肉／かに風
味かまぼこ／★たまご

にんじん／玉葱／セロ
リー／パセリ／トマト
缶詰(ホール）／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／バナナ／ねぎ

◆むぎちゃ
25

たんぱく質 22.2 ｇ
／ ／

脂　質 18.5

水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／三温糖
／かたくり粉／ごま油
／普通はるさめ(乾)／
じゃがいも／オリーブ
油

かたくちいわし(煮干
し)／豚小間／★たま
ご／★ロースハム／牛
乳／パルメザンチーズ

脂　質 21.0 ｇ
土

金 水

玉葱／トマト缶詰(ダ
イス）／キャベツ／
きゅうり／にんじん／
西洋なし

◆むぎちゃ
7

うどん(ゆで)／さとい
も／じゃがいも／薄力
粉／パン粉(乾燥)／サ
ラダ油／パイ皮／さつ
まいも／日本ぐり(甘
露煮）

油揚げ／豚小間／かた
くちいわし(煮干し)／
豚ひき肉／★たまご／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／牛乳／クリーム
(乳脂肪)

なめこ／ぶなしめじ／
えのきたけ／わけぎ／
にんじん／玉葱／かき
(甘がき)

ぎゅうにゅう

／ ／
脂　質 23.5

水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／有塩バター／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／クルトン／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／グラニュー糖

◆まろんぱい たんぱく質 23.6

◆ちゃーはん たんぱく質 21.8 ｇ ◆いんでぃあんやきそば

ｇ

脂　質

脂　質

21.7

19.4

ｇ ◆てづくりけーき

ｇ

26

ぎゅうにゅう
24

／ ／

／ ／
脂　質 17.6

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／蒸し中華め
ん／サラダ油

かたくちいわし(煮干
し)／木綿豆腐／豚ひ
き肉／★たまご／鶏若
鶏肉ささ身／油揚げ／
牛乳／ウィンナー／か
つお加工品(かつお節)

木 火

はくさい／かぶ／かぶ
(葉)／にんじん／生し
いたけ(菌床栽培、生)
／だいこん／きゅうり
／バナナ／キャベツ／
玉葱

ぎゅうにゅう

／ ／
脂　質

水 月

だいこん／にんじん／
ごぼう／ねぎ／しょう
が／りょくとうもやし
／ほうれんそう／かき
(甘がき)／ポッカ１０
０レモン

ぎゅうにゅう
◆まどれーぬ たんぱく質 23.0 ｇ ◆まふぃん

ｇ

5
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
花麩／白ごま(いり）
／グラニュー糖／薄力
粉／無塩バター

油揚げ／きざみのり／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／凍り豆腐
／鶏若鶏肉モモ(煮物
用）／なると／牛乳／
★たまご

ごぼう／にんじん／ね
ぎ／干し椎茸／だいこ
ん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／きゅうり／りんご

4
★ウエハース／水稲穀
粒／五穀米の素／とう
もろこし缶詰／かたく
り粉／普通はるさめ／
ごま油／三温糖／ゼ
リー／じゃがいも／
ぎょうざの皮／サラダ

鶏若鶏肉ひき肉／★た
まご／豚ひき肉／しら
す干し(微乾燥品)／牛
乳／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)／切れてる
チーズ

ねぎ／玉葱／にんじん
／にら／しょうが／チ
ンゲンツァイ／きゅう
り／赤ピーマン

ぎゅうにゅう
22

脂　質 21.5

水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／三温糖／黒ごま（す
り）／薄力粉／グラ
ニュー糖／無塩バター

木綿豆腐／★まさば／
しらす干し(半乾燥品)
／牛乳／★たまご

火 土

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
葉ねぎ／キャベツ／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆つなさもさ たんぱく質 21.1

月 金

にんにく／えのきたけ／しいた
け／ぶなしめじ／エリンギ／玉
葱／はくさい／にんじん／ブ
ロッコリー／キャベツ／カリフ
ラワー／レモン／かき／干し椎
茸／ねぎ／たけのこ(ゆで)／
しょうが

◆むぎちゃ
◆すこーん

ｇ
／

3
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／サラダ
油／かたくり粉／薄力
粉／無塩バター／グラ
ニュー糖／ジャム

わかめご飯の素／絹ご
し豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／豚肩ロー
ス(赤肉)／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／かつ
お加工品(削り節)／牛
乳

はくさい／こまつな／
しょうが／きゅうり／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
キャベツ／しそ葉（ゆ
かり）／ミネオラオレ
ンジ

ぎゅうにゅう

脂　質 18.6

スパゲッティ／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／さつまいも／
三温糖／薄力粉／かた
くり粉／ごま油

鶏小間／きざみのり／
牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／豚ひき肉

1 20
／ ／

脂　質

たんぱく質

ｇ
土 木

うんどうかい

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

たんぱく質 21.9 ｇ

ｇ脂　質 20.9

21
たんぱく質 22.0 ｇ ◆にくまん

／
脂　質 19.3 ｇ

19.6

水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／白
ごま（すり）／★食パ
ン(6枚切り）／三温糖
／有塩バター／粉糖

木綿豆腐／豚ひき肉／
★たまご／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／サラ
ダ竹輪／牛乳

◆ふれんちとーすと

ｇ

ｇ

23.2 ｇ

栄  養  価

ｇ

21.6 ｇ

たんぱく質

水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／三
温糖／サラダ油／かた
くり粉／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま油

かたくちいわし(煮干
し)／生揚げ／豚ひき
肉／鶏若鶏肉ささ身／
牛乳

だいこん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／しょうが／玉
葱／にんじん／生しい
たけ(菌床栽培、生)／
きゅうり／りんご／れ
んこん

ぎゅうにゅう
◆やさいちっぷす

19.2 ｇ脂　質

たんぱく質

たんぱく質 22.7 ｇ

脂　質 20.7 ｇ

たんぱく質 22.0 ｇ

ｇ

ｇ

たんぱく質 22.9 ｇ

キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／こまつな／
きゅうり／にんじん／
りんご

ぎゅうにゅう

うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／白ごま
（すり）／ごま油／ゼ
リー／★サンドイッチ
用食パン／グラニュー
糖

豚小間／油揚げ／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かたくちいわし(煮
干し)／きす／★たま
ご／牛乳／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ
(植物性脂肪)

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／温州蜜柑缶詰
(果肉)／パインアップ
ル(缶詰)

ぎゅうにゅう
◆ふるーつさんど たんぱく質 23.6 ｇ

／
脂　質 21.8 ｇ

金

29
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／★食パ
ン(市販品）

鶏小間／★たまご／き
ざみのり／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／なる
と／牛乳／★ロースハ
ム／ピザ用チーズ

玉葱／ねぎ／葉ねぎ／
きゅうり／ブロッコ
リー／にんじん／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆はむちーずとーすと たんぱく質 23.9 ｇ

／
脂　質 20.5 ｇ

土

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.4 ｇ
／

脂　質 24.2 ｇ
月

31
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／無塩バター／グ
ラニュー糖

豚ひき肉／★たまご／
かに風味かまぼこ／牛
乳／脱脂粉乳

玉葱／にんじん／青
ピーマン／キャベツ／
西洋かぼちゃ／きゅう
り／ブロッコリー／か
き(甘がき)

ぎゅうにゅう
◆てづくりくっきー

実りの秋です

秋は米やいも類、くだものなどが実り、

収穫される季節です。各地で開かれる秋

祭りには、作物が収穫できた感謝の意味

が込められています。ご家庭でも秋の恵

みに感謝し、新鮮な旬の食材を使った献

立を取り入れましょう。

十三夜

１０月８日は十三夜です。栗や

豆の収穫期にあたることから

「栗名月」「豆名月」とも呼ば

れます。これらの収穫したもの

と、１３個の団子を供えるのが

一般的です。十五夜についで月

が美しいといわれています。


