
2022年

12月

日
曜

日
主  食

牛

乳
献  立  名 血や肉、骨や歯になるもの からだの調子を整える

体を動かす

熱や力になるもの

ｴﾈﾙｷﾞｰ

kcal

たんぱく

質　　g

脂肪

%

1 木 麦入りごはん
鮭のみそバター焼き

ビーフンサラダ

ぎゅうにゅう さけ みそ

チキンハム
キャベツ きゅうり にんじん

こめ おおむぎ バター

さとう ビーフン マヨネーズ
703 32.2 24.3

2 金 麦入りごはん

ふりかけ

だしまきたまご

野菜のごまドレッシングあえ

ぎゅうにゅう たまご焼き

ささみフレーク

ふりかけ キャベツ きゅうり

にんじん

こめ おおむぎ

ごまドレッシング さとう
705 31.4 27.2

5 月 麦入りごはん
白身魚のハーブ焼き

チーズサラダ

ぎゅうにゅう ホキ ピッコロハム

だいず ダイスチーズ

にんにく ブロッコリー

きゅうり にんじん

こめ おおむぎ マヨネーズ

さとう パンこ オリーブゆ
705 31.0 27.3

6 火 麦入りごはん
鶏肉のマーマレード焼き

枝豆のサラダ
ぎゅうにゅう とりにく

にんにく しょうが えだまめ

キャベツ きゅうり コーン

レモン

こめ おおむぎ

マーマレード じゃがいも
735 30.8 28.2

7 水 麦入りごはん

さばのタンドリーグリル

コールスローサラダ

ゆずゼリー

ぎゅうにゅう さば ヨーグルト

しょうが にんにく キャベツ

きゅうり コーン にんじん

ゆずゼリー

こめ おおむぎ さとう

オリーブゆ
709 26.3 25.3

8 木 パン

ブルーベリージャム

ポテト入りオムレツ

トマトスパゲティ

ひじきとツナのサラダ

ぎゅうにゅう

ポテト入りオムレツ

まぐろ ひじき

たまねぎ にんにく トマト

キャベツ ほうれんそう

きゅうり にんじん

パン ジャム スパゲッティ

さとう マヨネーズ オリーブゆ
773 23.8 32.4

9 金 麦入りごはん

味つけのり

野菜入り豆腐のあんかけ

ブロッコリーとハムのからしあえ

ぎゅうにゅう のり とうふ ハム
しょうが ブロッコリー

キャベツ にんじん

こめ おおむぎ さとう

でんぷん
737 24.0 30.9

12 月 麦入りごはん
鶏肉のレモン焼き

大根のサラダ
ぎゅうにゅう とりにく まぐろ

レモン だいこん キャベツ

にんじん

こめ おおむぎ さとう

マヨネーズ
740 31.1 32.8

13 火 麦入りごはん

鮭の黄金焼き

豆腐サラダ

ヨーグルト

ぎゅうにゅう さけ ハム とうふ

ヨーグルト

キャベツ きゅうり にんじん

レモン

こめ おおむぎ マヨネーズ

さとう オリーブゆ
715 36.5 23.5

14 水 焼き鳥丼
刻みのり

白菜とほうれんそうの和え物
とりにく ぎゅうにゅう のり

たまねぎ しろねぎ はくさい

ほうれんそう にんじん
こめ おおむぎ さとう 744 32.6 31.7

15 木 麦入りごはん
いわしのチーズ焼き

ごぼうサラダ

ぎゅうにゅう いわしのトマト煮

チーズ チキンハム

たまねぎ ごぼう きゅうり

にんじん

こめ おおむぎ マヨネーズ

さとう ごまドレッシング
768 29.3 29.1

16 金 ごはん

ケチャップ

ハムステーキ

スパゲティサラダ

ぎゅうにゅう ハム まぐろ きゅうり たまねぎ にんじん
こめ スパゲッティ

マヨネーズ オリーブゆ さとう
720 25.5 27.4

19 月 麦入りごはん

のり佃煮

鶏肉のゆず風味焼き

まめまめサラダ

ぎゅうにゅう のり佃煮 とりにく

ピッコロハム だいず

ゆず キャベツ きゅうり

にんじん えだまめ

こめ おおむぎ さとう

マヨネーズ
754 33.7 31.8

20 火 麦入りごはん
ぶりの照り焼き

切干大根のサラダ
ぎゅうにゅう ぶり 糸かまぼこ

きりぼしだいこん キャベツ

もやし にんじん コーン

こめ おおむぎ さとう ごま

ごまドレッシング
721 30.7 27.6

21 水 麦入りごはん
豚肉のパン粉焼き

三色あえ
ぎゅうにゅう ぶたにく もやし ほうれんそう にんじん

こめ おおむぎ マヨネーズ

さとう パンこ オリーブゆ
723 27.8 31.5

22 木 トマトピラフ

み

か

ん

ジ

ュ

ー

ス

もみの木ハンバーグ

かぼちゃのサラダ

クリスマスケーキ

ハンバーグ ハム かぼちゃ きゅうり たまねぎ
こめ おおむぎ マヨネーズ

さとう ケーキ みかんジュース
774 20.8 24.8
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