
エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える

じゃがいも 油あげ　みそ キャベツ　玉ねぎ
人参

でん粉　油 コマイ（白身魚） 生姜

油 鶏肉　豆腐 人参　干しいたけ
てんさい糖 ひじき　みそ 生姜　切干大根

ｋｃａｌ 黒砂糖
バターパン

オリーブ油 ベーコン レタス
じゃがいも パセリ　にんにく
きび粉 トマト　人参　玉ねぎ
てんさい糖 豚肉　鶏肉 玉ねぎ　エリンギ
でん粉　米粉

砂糖 甘夏缶
りんご果汁

ｋｃａｌ 夏みかん果汁
ご飯

じゃがいも 鶏肉　大豆 にんにく　生姜
米粉　油 玉ねぎ　人参　枝豆
でん粉　砂糖 トマト
ごま 昆布 大根　きゅうり　
てんさい糖 人参

ミニトマト

ｋｃａｌ

ラーメン

焼き豚 人参　長ねぎ　筍
わかめ 白菜　もやし　生姜

玉ねぎ　にんにく
じゃがいも あおさ
油

ラフランス缶

エネルギーになる 体をつくる 体の調子を整える ｋｃａｌ

ご飯

油　じゃがいも 豚肉 生姜　にんにく 豆腐　豚肉 大根　人参　長ねぎ
小麦粉　砂糖 脱脂粉乳 玉ねぎ　枝豆 みそ ごぼう　こんにゃく

トマト　人参
ごま ハム ごぼう　人参 小麦粉　パン粉 鶏肉
卵抜きマヨネーズ きゅうり 油
てんさい糖

パイン缶 油　てんさい糖 さつまあげ 切干大根　人参
高野豆腐　ひじき 干しいたけ

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

すいとん 豚肉 人参　大根　白菜
長ねぎ　干しいたけ
しめじ

水あめ　でん粉 いわし 梅肉
砂糖 かつお節

油　てんさい糖 ひじき ごぼう　人参
ごま　ごま油 こんにゃく　ピーマン

ｋｃａｌ

黒糖パン ソフトフランスパン

でん粉　油 鶏肉　豚肉 玉ねぎ　生姜　トマト
油　じゃがいも 鶏肉　牛乳 玉ねぎ　人参　パセリ じゃがいも にんにく　人参
小麦粉　バター 生クリーム しめじ 小麦粉 さやいんげん　しめじ

卵抜きマヨネーズ まぐろ水煮 キャベツ　きゅうり
ごま　油 まぐろ水煮 きゅうり　大根 ごま　 人参　コーン
てんさい糖 海藻 人参

ミニトマト
みかん

はちみつ 乳成分
ｋｃａｌ ｋｃａｌ 油

ご飯 ご飯

春雨 豚肉　豆腐 白菜　人参　長ねぎ 油あげ 小松菜　人参
干しいたけ みそ 玉ねぎ

砂糖　油 鶏肉　豚肉 玉ねぎ　りんご果汁 砂糖　でん粉 さば
ごま油 牛肉 トマト

油　ごま ハム ブロッコリー じゃがいも　油 豚肉　みそ 玉ねぎ　人参
てんさい糖 玉ねぎ　きゅうり てんさい糖 こんにゃく

ｋｃａｌ 枝豆　生姜
スパゲティ うどん

てんさい糖 鶏肉　ベーコン 人参　にんにく てんさい糖 油あげ　鶏肉 人参　干しいたけ
オリーブ油 大豆 セロリ　玉ねぎ　生姜 小松菜　長ねぎ

しめじ　トマト
じゃがいも　油 鶏肉　豚肉 玉ねぎ 白玉もち きな粉
パン粉　小麦粉 てんさい糖
でん粉　砂糖
ナタデココ パイン缶 てんさい糖 きゅうり　人参
砂糖 みかん缶 ごま油　ごま 生姜

ｋｃａｌ 黄桃缶 ｋｃａｌ

ご飯 ご飯

春雨 鶏肉　豆腐 レタス
油　てんさい糖 豚肉 人参　長ねぎ　筍 わかめ 人参
ごま油　でん粉 豆腐 小松菜　エリンギ

生姜　にんにく ごま油　でん粉 豚肉　ひじき 筍　人参
小麦粉　油 鶏肉　豚肉 キャベツ　玉ねぎ 砂糖　小麦粉　油

にら　生姜 ごま油　ごま 豚肉 生姜　にんにく
てんさい糖 人参　小松菜　もやし

ごま　ごま油 きゅうり　もやし
てんさい糖 人参 砂糖 レモン果汁

ｋｃａｌ ｋｃａｌ

炒めビビンバ
651 ナムル 641

レモンゼリー

8 金 ご飯 22 金 ご飯
レタスと
　わかめのスープ四川豆腐
ひじき入り春巻き

焼きぎょうざ

星のコロッケ きなこ団子

753 ナタデココ入り
 フルーツカクテル

697 きゅうりの華風漬け

7 木 トマトソース
　　　スパゲティ

21 木 きつねうどん

春雨と豆腐のスープ 油あげと小松菜のみそ汁

味つけ肉団子 さばの和風カレー煮

621 ブロッコリーサラダ 657 じゃがいものそぼろ煮

605 冷凍みかん 622
はちみつ＆マーガリン

6 水 ご飯 20 水 ご飯

火 ソフトフランスパン
ミートボール
 ブラウンシチューチキン

クリームシチュー
ゴマネーズサラダ

大根と海藻のサラダ
ミニトマト

666 五目きんぴらごぼう

5 火 黒糖パン 19

すいとん汁

いわしの梅煮

ハヤシライス みそけんちん汁

ごぼうサラダ ささみフライ

718 パイン缶 618 切干大根の炒め煮

1 金 ご飯 15 金 ご飯

4 月 ご飯 ご飯

ご飯

12 火 バターパン

 献　立　名
主な食品

チキンと豆のカレー

大根ときゅうりの
　　　　 昆布あえ

625 ミニトマト

14 木 野菜しょうゆラーメン

レタスとトマトのスープ

和風きのこソース
　　　ハンバーグ

616 甘夏ゼリー

13 水 ご飯

青のりポテト

632 ラフランス缶

 献　立　名
主な食品

11 月 ご飯

野菜のみそ汁

コマイの竜田あげ

600 和風そぼろ

ご飯

★食品名が太字になっているものは北広島産です。

★米は全量北広島産を使用しています。

◎牛乳は毎日つきます。なお、献立は都合により変更することがありま

すのでご了承願います。

骨に注意

たなばた

骨まで食べられます

今月の平均栄養価

たんぱく質：24.0ｇ 脂質：19.3% 塩分2.5ｇ

骨まで食べられます


