
鉄分強化！ふりかけご飯 ご飯 牛乳 304 kcal

助宗タラのパン粉焼き パン粉・小麦粉・油 スケソウタラ ほうれん草と小松菜せんべい 13.8 ｇ

鶏肉と大根の煮物 砂糖 鶏肉 大根・人参 牛乳 7.4 ｇ

とうもろこし とうもろこし 豆乳スイートパンプキン 43.7 ｇ

みそ汁 花ふ しめじ 0.8 ｇ

なすのミートスパゲッティ スパゲッティ・小麦粉・油 豚肉 なす・パセリ・玉ねぎ 牛乳 273 kcal

じゃが芋の甘辛煮 じゃがいも・砂糖 人参・グリンピース 小魚＆青のりリング 10.9 ｇ

フルーツ（オレンジ） オレンジ 牛乳 8.3 ｇ

粉豆腐のお好み焼き 38.3 ｇ

0.7 g

ご飯 ご飯 牛乳 301 kcal

鶏肉の治部煮風 花ふ・片栗粉 鶏肉 小松菜・たまねぎ わかめせんべい 12.8 ｇ

炒りおから 砂糖・油 おから・素干しエビ 人参・ごぼう 牛乳 7.9 ｇ

みそ汁 水菜・長ねぎ くるくるマカロニきなこ 42.6 ｇ

鉄分強化チーズ 0.9 ｇ

ご飯 ご飯 牛乳 281 kcal

カラスカレイのムニエル バター・小麦粉 カラスカレイ トマト 小魚すなっく 13.9 ｇ

豆腐と豚肉のうま煮 砂糖・油 豆腐・豚肉 白菜・人参 牛乳 6.0 ｇ

みそ汁 しめじ・たまねぎ 芋ようかん 41.3 ｇ

フルーツ（黄桃缶） 黄桃 フルーツ（オレンジ） 0.5 ｇ

冷やしきつねうどん うどん 油揚げ ほうれん草・大根 牛乳 267 kcal

豚肉とさつま芋の煮物 さつまいも・砂糖・油 豚肉 絹さや とうもろこしすなっく 10.4 ｇ

フルーツ（オレンジ） オレンジ 牛乳 7.8 ｇ

納豆巻き 38.9 ｇ

1.8 ｇ

ネコちゃんライス ご飯・バター・砂糖 ツナフレーク缶 人参・玉ねぎ・レーズン・のり
牛乳 357 kcal

チキンとかぼちゃのグラタン風バター・小麦粉・パン粉 鶏肉・無調整豆乳 かぼちゃ・長ねぎ・パセリ ごませんべい 13.1 ｇ

スープ 豆腐 水菜 牛乳 10.7 ｇ

フルーツ（パイン缶） パイナップル みかん寒天 50.2 ｇ

大豆きなこ 0.6 ｇ

鉄分強化！ふりかけご飯 ご飯 牛乳 304 kcal

鮭の磯風味焼き 片栗粉 秋鮭 あおさ粉・インゲン いわしせんべい 15.0 ｇ

鶏肉とほうれん草の炒め煮 油 鶏肉 ほうれん草・人参 牛乳 8.2 ｇ

みそ汁 大根・ごぼう キャロット蒸しパン 40.7 ｇ

フルーツ（バナナ） バナナ 1.0 ｇ

冷やし中華風ソーメン ソーメン・ごま油 鶏肉 きゅうり・人参・ワカメ 牛乳 275 kcal

さっぱりさつま芋と大豆のサラダ さつまいも・砂糖 大豆・無調整豆乳 レーズン 小魚せんべい 12.4 ｇ

ヨーグルト  ヨーグルト 牛乳 4.7 ｇ

ツナコーンおにぎり 45.2 ｇ

トマト 1.5 ｇ

ご飯 ご飯 牛乳 292 kcal

白糸タラのコロコロ甘辛揚げ じゃがいも・油・片栗粉 シロイトタラ しらす＆わかめせんべい 10.6 ｇ

鶏肉とキャベツのくたくた煮 砂糖 鶏肉 キャベツ・人参 牛乳 7.4 ｇ

すまし汁 花ふ たまねぎ おからホットケーキ 45.0 ｇ

フルーツ（オレンジ） オレンジ 0.7 ｇ

ご飯 ご飯 牛乳 270 kcal

チンゲン菜と豚肉のみそ炒め 砂糖 豚肉 チンゲン菜・玉ねぎ・人参 ほうれん草と小松菜せんべい 10.6 ｇ

トマトとワカメのツナサラダ 油 ツナフレーク缶 トマト・ワカメ 牛乳 6.7 ｇ

すまし汁 なす・絹さや ヘルシーくずもち 40.1 ｇ

フルーツ（洋梨缶） 洋梨 0.6 ｇ

エビの米粉かき揚げ丼 ご飯・米粉・油・ エビ 枝豆・あおさ粉・玉ねぎ 牛乳 352 kcal

キャベツと人参のごま和え 砂糖・ごま キャベツ・人参 わかめせんべい 10.3 ｇ

すまし汁 そうめん ワカメ 牛乳 8.4 ｇ

フルーツ（みかん缶） みかん パワフルおにぎり 58.1 ｇ

スティック野菜 0.8 ｇ

ポークカレーライス ご飯・じゃが芋 豚肉 玉ねぎ・人参 牛乳 303 kcal

春雨とブロッコリーのサラダ 春雨・油 ブロッコリー・ピーマン 小魚すなっく 7.6 ｇ

フルーツ（白桃缶） 白桃 牛乳 6.4 ｇ

洋梨のケーキ 52.2 ｇ

0.8 ｇ

鉄分強化！ふりかけご飯 ご飯 牛乳 305 kcal

助宗タラのパン粉焼き パン粉・小麦粉・油 スケソウタラ キャベツ かぼちゃ＆にんじんリング 13.5 ｇ

鶏肉と冬瓜の煮物 鶏肉 冬瓜・人参 牛乳 7.1 ｇ

みそ汁 花ふ しめじ 豆乳スイートパンプキン 45.2 ｇ

フルーツ（みかん缶） みかん 0.8 ｇ
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豚肉のケチャップパスタ スパゲッティ・小麦粉・油 豚肉 アスパラ・玉ねぎ 牛乳 269 kcal

じゃが芋の甘辛煮 じゃがいも・砂糖 人参・グリンピース とうもろこしすなっく 11.3 ｇ

フルーツ（パイン缶） パイン 牛乳 7.5 ｇ

粉豆腐のお好み焼き 38.8 ｇ

0.7 ｇ

ご飯 ご飯 牛乳 313 kcal

鶏肉の治部煮風 花ふ・片栗粉 鶏肉 小松菜・玉ねぎ ごませんべい 14.0 ｇ

炒りおから 油 おから・素干しエビ 枝豆・ごぼう 牛乳 8.7 ｇ

みそ汁 長ねぎ・絹さや くるくるマカロニきなこ 42.7 ｇ

鉄分強化チーズ 0.9 g

ご飯 ご飯 牛乳 269 kcal

カラスカレイのムニエル バター・小麦粉 カラスカレイ ブロッコリー いわしせんべい 14.2 ｇ

高野豆腐と豚肉の煮物 砂糖 高野豆腐・豚肉 白菜・人参 牛乳 5.1 ｇ

みそ汁 大根葉・玉ねぎ いももち 39.7 ｇ

フルーツ（黄桃缶） 黄桃 フルーツ（パイン缶） 0.6 ｇ

冷やしきつねうどん うどん 油揚げ ほうれん草・大根 牛乳 267 kcal

豚肉とさつま芋の煮物 さつまいも・砂糖・油 豚肉 絹さや しらす＆わかめせんべい 10.4 ｇ

フルーツ（オレンジ） オレンジ 牛乳 7.8 ｇ

納豆巻き 38.9 ｇ

1.8 ｇ

ご飯 ご飯 牛乳 336 kcal

鶏肉のから揚げ 油・片栗粉・砂糖 鶏肉 チンゲン菜・人参・生姜 ほうれん草と小松菜せんべい 10.4 ｇ

かぼちゃのバターソテー バター・小麦粉 かぼちゃ・玉ねぎ 牛乳 10.7 ｇ

冷や汁風（宮崎県） ツナフレーク缶 きゅうり みかん寒天 47.4 ｇ

フルーツ（黄桃缶） 黄桃 大豆きなこ 0.8 ｇ

鉄分強化！ふりかけご飯 ご飯 牛乳 304 kcal

鮭の磯風味焼き 片栗粉・砂糖・油 秋鮭 インゲン・あおさ粉 小魚＆青のりリング 15.0 ｇ

鶏肉とほうれん草の炒め煮 砂糖・油 鶏肉 ほうれん草・大根 牛乳 8.2 ｇ

みそ汁 大根・ごぼう キャロット蒸しパン 40.7 ｇ

フルーツ（バナナ） バナナ 1.0 ｇ

冷やし中華風ソーメン そうめん・ごま油 鶏肉 きゅうり・人参・ワカメ 牛乳 275 kcal

さっぱりさつま芋と大豆のサラダさつまいも・砂糖 大豆・無調整豆乳 レーズン わかめせんべい 12.4 ｇ

ヨーグルト ヨーグルト 牛乳 4.7 ｇ

ツナコーンおにぎり 45.2 ｇ

トマト 1.5 ｇ

ご飯 ご飯 牛乳 292 kcal

白糸タラのコロコロ甘辛揚げ じゃがいも・砂糖・片栗粉・油 シロイトタラ 玉ねぎ 小魚すなっく 10.6 ｇ

鶏肉とキャベツのくたくた煮 鶏肉 キャベツ・人参 牛乳 7.4 ｇ

すまし汁 玉ねぎ・花ふ おからホットケーキ 45.0 ｇ

フルーツ（オレンジ） オレンジ 0.7 ｇ

ご飯 ご飯 牛乳 260 kcal

チンゲン菜と豚肉のみそ炒め砂糖・油 豚肉 チンゲン菜・玉ねぎ・人参 かぼちゃ＆にんじんリング 10.7 ｇ

トマトとワカメのツナサラダ ツナフレーク缶 トマト・ワカメ 牛乳 6.7 ｇ

すまし汁 なす・絹さや ヘルシーくずもち 37.9 ｇ

フルーツ（梨） 梨 0.6 ｇ

エビの米粉かき揚げ丼 ご飯・米粉・油 エビ あおさ粉・玉ねぎ・枝豆 牛乳 354 kcal

キャベツと人参のごま和え ごま・砂糖 キャベツ・人参 ごませんべい 10.4 ｇ

すまし汁 そうめん ワカメ 牛乳 8.4 ｇ

フルーツ（白桃缶） 白桃 パワフルおにぎり 58.4 ｇ

スティック野菜 0.8 ｇ

ポークカレーライス ご飯・じゃが芋 豚肉 玉ねぎ・人参 牛乳 293 kcal

春雨サラダ 春雨・油・砂糖 きゅうり・パプリカ いわしせんべい 7.2 ｇ

フルーツ（オレンジ） オレンジ 牛乳 6.3 ｇ

洋梨のケーキ 50.3 ｇ

0.8 ｇ

鉄分強化！ふりかけご飯 ご飯 牛乳 300 kcal

助宗タラのパン粉焼き パン粉・油・小麦粉 スケソウタラ キャベツ 小魚せんべい 13.4 ｇ

鶏肉と大根の煮物 砂糖 鶏肉 大根・人参 牛乳 7.1 ｇ

みそ汁 花ふ しめじ 豆乳スイートパンプキン 43.9 ｇ

フルーツ（バナナ） バナナ 0.8 ｇ

なすのミートスパゲッティ スパゲティ・小麦粉・油 豚肉 玉ねぎ・なす・パセリ 牛乳 271 kcal

じゃが芋の甘辛煮 じゃがいも・砂糖 人参・グリンピース しらす＆わかめせんべい 10.8 ｇ

フルーツ（梨） 梨 牛乳 8.3 ｇ

粉豆腐のお好み焼き 37.8 ｇ

0.7 ｇ

ご飯 ご飯 牛乳 301 kcal

鶏肉の治部煮風 花ふ・片栗粉 鶏肉 小松菜・玉ねぎ ほうれん草と小松菜せんべい 12.8 ｇ

炒りおから 砂糖・油 おから・素干しエビ ごぼう・人参 牛乳 7.9 ｇ

みそ汁 長ねぎ・水菜 くるくるマカロニきなこ 42.6 ｇ

鉄分強化チーズ 0.9 ｇ

★３色食品群は食品中に含まれる栄養素を見た目で分かりやすくする為の目安です。　
★材料の都合により、献立を変更することがあります。

★野菜は安全を考慮し、加熱処理をしています。

★昆布とかつお節からだしを取り、素材の味を生かした調理をしています。

★栄養価は、午前おやつ・昼食・午後おやつの合計栄養価になります。
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