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月 日
曜
日

１０時 昼食 ３時
血や肉をつくるもの

赤群
力や体温となるもの

黄群
体の調子をよくするもの

緑群
ｴﾈﾙｷﾞｰ
[kcal]

蛋白
質
[g]

脂質
[g]

食塩
相当量
[g]

5 1 月 牛乳100
ｍｌ

ごはん,栄養きんぴら,かぼちゃのみ
そ汁,キャベツとわかめのサラダ,バ
ナナ（1/2本)

牛乳100ｍ
ｌ,せんべい
（15）

生乳,ぶたかた,さつま揚
げ,油揚げ,煮干し,湯通し
塩蔵わかめ

こめ,植物油脂,車糖,甘辛せん
べい

ごぼう,にんじん,青ピーマン,西洋か
ぼちゃ,根深ねぎ,生しいたけ,キャベ
ツ,きゅうり,バナナ

539 18.0 16.3 2.6

2 火 麦茶 ごはん,肉入り焼きそば（25ピーマン
入り）,卵スープ,胡瓜のピクルス,オ
レンジ（40）

牛乳100ｍ
ｌ,ドロップ
クッキー

ぶたもも,全卵,生乳,豆乳 こめ,中華めん,植物油脂,でん
粉,車糖,プレミックス粉,マー
ガリン

にんじん,青ピーマン,キャベツ,生し
いたけ,たまねぎ,きゅうり,ネーブル 453 14.2 14.6 2.1

6 土 せんべい
（15）

小型パン♪,牛乳200（パック）,バナ
ナ

せんべい
（15）

生乳 甘辛せんべい,プレミックス
粉,車糖,ミルクチョコレート,
バター

バナナ

512 12.3 11.3 1.0

8 月 牛乳100
ｍｌ

ごはん,肉団子の甘辛煮(45),キャベ
ツともやしのスープ,マカロニサラダ
（マヨドレ）,グレープフルーツ
（50）

牛乳100ｍ
ｌ,せんべい
（15）

生乳,ぶたひき肉,全卵 こめ,パン粉,でん粉,植物油
脂,車糖,マカロニ・スパゲッ
ティ,フレンチドレッシング,
甘辛せんべい

にんじん,たまねぎ,キャベツ,りょく
とうもやし,きゅうり,スイートコー
ン 缶詰,グレープフルーツ 642 22.0 25.0 2.2

9 火 麦茶 ごはん,麻婆豆腐,ふとわかめの味噌
汁,かぶと胡瓜の塩もみ,バナナ（1/2
本)

牛乳100ｍ
ｌ,ラスク
(砂糖)

豆腐,ぶたひき肉,湯通し塩
蔵わかめ,煮干し,生乳

こめ,でん粉,車糖,植物油脂,
焼きふ,ざらめ糖

根深ねぎ,しょうが,にんにく,にんじ
ん,かぶ,きゅうり,バナナ 482 20.6 14.1 2.0

10 水 ヤクルト ごはん,ポークカレー,コールスロー,
小松菜としめじのミルクスープ,オレ
ンジ（40）

牛乳100ｍ
ｌ,マカロニ
のあべかわ

ヤクルト,ぶたもも,だいず
水煮缶詰,まこんぶ,生乳,
ベーコン,きな粉

こめ,じゃがいも,植物油脂,マ
カロニ・スパゲッティ,ざらめ
糖

にんじん,たまねぎ,キャベツ,スイー
トコーン 缶詰,ほんしめじ,こまつ
な,ネーブル

590 21.3 20.4 2.5

11 木 麦茶 ごはん,磯煮,じゃがいもとにんじん
の味噌汁,中華づけ,グレープフルー
ツ（50）

ヨーグルト,
クラッカー
（15）

だいず,ぶたもも,さつま揚
げ,豆腐,煮干し,ヨーグル
ト

こめ,じゃがいも,植物油脂,車
糖,クラッカー

にんじん,ひじき,スイートコーン 缶
詰,根深ねぎ,きゅうり,グレープフ
ルーツ

480 17.6 12.2 2.5

12 金 牛乳100
ｍｌ

ごはん,肉じゃが（豚）,豆腐・えの
き・わかめの味噌汁,小松菜とにんじ
んのおかかあえ,バナナ（1/2本)

牛乳100ｍ
ｌ,クリーム
パン

生乳,ぶたもも,豆腐,煮干
し,湯通し塩蔵わかめ,かつ
お節

こめ,じゃがいも,しらたき,植
物油脂,車糖,クリームパン

たまねぎ,さやいんげん,にんじん,え
のきたけ,こまつな,バナナ 657 24.7 18.2 2.3

13 土 せんべい
（15）

小型パン♪,牛乳200（パック）,バナ
ナ

せんべい
（15）

生乳 甘辛せんべい,プレミックス
粉,車糖,ミルクチョコレート,
バター

バナナ

512 12.3 11.3 1.0

15 月 牛乳100
ｍｌ

きんぴらおこわ,じゃがいものみそ
汁,キャベツのごま酢あえ,バナナ
（1/2本),ボイルウインナー（20）

牛乳100ｍ
ｌ,せんべい
（15）

生乳,とりひき肉,煮干し,
ソーセージ

こめ,植物油脂,車糖,じゃがい
も,ごま,甘辛せんべい

にんじん,ごぼう,根深ねぎ,キャベ
ツ,きゅうり,バナナ 572 18.4 17.9 2.5

16 火 麦茶 ごはん,焼うどん（25）,トマトと卵
のスープ,胡瓜の塩もみ,オレンジ
（40）

牛乳100ｍ
ｌ,黒糖蒸パ
ン

ぶたもも,かつお節,全卵,
生乳

こめ,うどん,植物油脂,プレ
ミックス粉,黒砂糖

キャベツ,にんじん,トマト,たまね
ぎ,スイートコーン 缶詰,きゅうり,
ネーブル

454 15.6 10.9 2.1

17 水 ヤクルト ごはん,ミックスオムレツ,キャベツ
ときゅうりのマヨサラダ,大根とベー
コンのスープ,グレープフルーツ
（50）

麦茶,塩ゆで
じゃが芋
（70）

ヤクルト,全卵,ベーコン,
ぶたひき肉

こめ,植物油脂,マヨネーズ,
じゃがいも

たまねぎ,キャベツ,きゅうり,にんじ
ん,だいこん,根深ねぎ,乾しいたけ,
グレープフルーツ

403 11.4 13.3 1.3

18 木 麦茶 ごはん,豆腐ハンバーグ（50）,ふと
わかめの味噌汁,切干サラダ,バナナ
（1/2本)

ぶどうぜ
りー,クラッ
カー（15）

豆腐,とりひき肉,全卵,粉
乳,ナチュラルチーズ,湯通
し塩蔵わかめ,煮干し

こめ,パン粉,植物油脂,焼き
ふ,普通はるさめ,車糖,クラッ
カー

根深ねぎ,にんじん,切干しだいこん,
きゅうり,バナナ,ぶどう 果実飲料 487 18.9 13.9 2.2

19 金 牛乳100
ｍｌ

ごはん,油淋鶏,チンゲン菜のスープ,
かぼちゃのサラダ（マヨドレ）,オレ
ンジ（40）

麦茶,ビス
ケット
（15）

生乳,全卵,とり手羽［若鶏
肉］

こめ,でん粉,植物油脂,フレン
チドレッシング,ビスケット

しょうが,にんにく,チンゲンサイ,に
んじん,西洋かぼちゃ,きゅうり,ス
イートコーン 缶詰,ネーブル

481 16.7 17.3 2.0

20 土 せんべい
（15）

小型パン♪,牛乳200（パック）,バナ
ナ

せんべい
（15）

生乳 甘辛せんべい,プレミックス
粉,車糖,ミルクチョコレート,
バター

バナナ

512 12.3 11.3 1.0

22 月 牛乳100
ｍｌ

ごはん,揚げ肉のトマトあんかけ,レ
タススープ,パスタサラダ（マヨド
レ）,グレープフルーツ（50）

牛乳100ｍ
ｌ,せんべい
（15）

生乳,ぶたロース,ベーコン こめ,でん粉,植物油脂,車糖,
マカロニ・スパゲッティ,マヨ
ネーズ,甘辛せんべい

たまねぎ,トマト,レタス,えのきた
け,根深ねぎ,きゅうり,スイートコー
ン 缶詰,にんじん,グレープフルーツ

634 22.2 26.9 2.3

23 火 麦茶 ごはん,麻婆豆腐,じゃがいもサラダ
（マヨドレ）,△豆腐と大根のみそ
汁,バナナ（1/2本)

牛乳100ｍ
ｌ,ツナパン

豆腐,ぶたひき肉,煮干し,
生乳,まぐろ 缶詰,全卵,あ
おのり

こめ,でん粉,車糖,植物油脂,
じゃがいも,フレンチドレッシ
ング,プレミックス粉,マヨ
ネーズ

根深ねぎ,しょうが,にんにく,にんじ
ん,きゅうり,だいこん,さやえんど
う,バナナ,たまねぎ

592 21.5 23.3 3.0

24 水 ヤクルト ごはん,野菜カレー,小松菜のサラダ,
△かぶとウインナーのミルクスープ,
オレンジ（40）

牛乳100ｍ
ｌ,ラスク
(きなこ)

ヤクルト,ぶたヒレ,ソー
セージ,生乳,きな粉

こめ,じゃがいも,植物油脂,車
糖,ざらめ糖,焼きふ

にんじん,たまねぎ,なす,西洋かぼ
ちゃ,さやいんげん,こまつな,スイー
トコーン 缶詰,かぶ,かぶ葉,ネーブ
ル

574 19.6 18.3 2.6

25 木 麦茶 ごはん,だいこんきんぴら,玉葱とわ
かめのスープ,春雨とハムの拌三糸,
グレープフルーツ（50）

ヨーグルト,
クラッカー
（15）

ぶたかた,さつま揚げ,全
卵,湯通し塩蔵わかめ,ハ
ム,ヨーグルト

こめ,植物油脂,車糖,普通はる
さめ,クラッカー

にんじん,青ピーマン,だいこん,たま
ねぎ,きゅうり,グレープフルーツ 466 16.1 12.9 2.1

26 金 牛乳100
ｍｌ

ごはん,筑前煮（じゃが）,きのこ
スープ（中華）,きゅうりとツナのあ
え物,バナナ（1/2本)

牛乳100ｍ
ｌ,△ジャム
パン

生乳,とりむね［成鶏肉］,
焼き竹輪,ベーコン,まぐろ
缶詰

こめ,じゃがいも,板こんにゃ
く,車糖,植物油脂,ごま,食パ
ン

にんじん,えのきたけ,ほんしめじ,た
まねぎ,生しいたけ,きゅうり,バナ
ナ,あんず ジャム

652 26.3 16.8 2.8

27 土 せんべい
（15）

小型パン♪,牛乳200（パック）,バナ
ナ

せんべい
（15）

生乳 甘辛せんべい,プレミックス
粉,車糖,ミルクチョコレート,
バター

バナナ

512 12.3 11.3 1.0

29 月 牛乳100
ｍｌ

ごはん,栄養きんぴら,かぼちゃのみ
そ汁,キャベツのごま酢あえ,バナナ
（1/2本)

せんべい
（15）,牛乳
100ｍｌ

生乳,ぶたかた,さつま揚
げ,油揚げ,煮干し

こめ,植物油脂,車糖,ごま,甘
辛せんべい

ごぼう,にんじん,青ピーマン,西洋か
ぼちゃ,根深ねぎ,生しいたけ,キャベ
ツ,きゅうり,バナナ

578 19.5 18.5 2.8

30 火 麦茶 ごはん,肉入り焼きそば（25ピーマン
入り）,卵スープ,胡瓜のピクルス,オ
レンジ（40）

牛乳100ｍ
ｌ,蒸しパン

ぶたもも,全卵,生乳 こめ,中華めん,植物油脂,でん
粉,車糖,薄力粉

にんじん,青ピーマン,キャベツ,生し
いたけ,たまねぎ,きゅうり,ネーブル 505 16.5 11.6 1.9

31 水 牛乳100
ｍｌ

卵チャーハン,ごぼうサラダ,キャベ
ツといんげんのスープ,グレープフ
ルーツ（50）,胡瓜（25）

麦茶,塩ゆで
じゃが芋
（70）

生乳,全卵,ベーコン こめ,植物油脂,ごま,マヨネー
ズ,じゃがいも

ごぼう,にんじん,きゅうり,キャベ
ツ,たまねぎ,さやいんげん,グレープ
フルーツ

441 12.2 12.5 0.8

530 17.6 15.8 2.0期 間 平 均


