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ごはん,牛乳 牛乳 米 623 kcal

じゃがいものそぼろ煮 豚ひき肉 にんじん,さやいんげん たまねぎ じゃがいも,希少糖 なたね油 780 kcal

キャベツとピーマンのソテー ベーコン 青ピーマン キャベツ なたね油 21.5 ｇ

のり佃煮 のり 18.3 ｇ

えんどうまめごはん,牛乳 牛乳 えんどうまめ 米 668 kcal

さばのみぞれ煮 さば 815 kcal

こまつなと白菜のごまあえ こまつな はくさい ごま 26.2 ｇ

すまし汁 豆腐,かつお節(だし) わかめ,こんぶ(だし) オクラ たまねぎ 20.0 ｇ

柏餅 かしわもち

麦ごはん,牛乳 牛乳 米,おおむぎ 612 kcal

豆腐の中華煮 豆腐,豚肉 にんじん,チンゲンサイ たまねぎ,しいたけ,しょうが かたくり粉 ごま油 770 kcal

アスパラソテー ウインナー アスパラガス キャベツ なたね油 26.6 ｇ

22.1 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 613 kcal

まごはやさしい 豚肉,だいず 干ひじき にんじん ごぼう,れんこん,しいたけ こんにゃく,希少糖 ごま,なたね油 782 kcal

ほうれん草のツナあえ まぐろ ほうれんそう キャベツ 希少糖 25.8 ｇ

18.6 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 611 kcal

さけのごま風味焼き さけ しょうが ごま 752 kcal

きゅうりと春雨の酢の物 きゅうり,コーン はるさめ,希少糖 ごま油 30.3 ｇ

具だくさんのみそ汁 油揚げ,中みそ,麦みそ 煮干し(だし) にんじん,葉ねぎ えのきたけ,だいこん 16.3 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 609 kcal

牛肉とごぼうのやわらか煮 牛肉 にんじん,さやいんげん ごぼう,しょうが こんにゃく,希少糖 764 kcal

切り干し大根のサラダ にんじん 切干しだいこん,きゅうり 希少糖 ごま,なたね油 21.4 ｇ

18.6 ｇ

カレーピラフ,牛乳 豚ひき肉 牛乳 にんじん コーン,たまねぎ 米 なたね油 615 kcal

もやしとピーマンのソテー ベーコン 青ピーマン もやし なたね油 755 kcal

春野菜スープ ウインナー にんじん,アスパラガス キャベツ,たまねぎ 21.8 ｇ

ほうれんそうムース ほうれんそうムース 23.0 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 657 kcal

たいの塩焼き たい 810 kcal

切り干し大根の煮物 鶏肉 煮干し(だし) にんじん 切干しだいこん 希少糖 なたね油 32.1 ｇ

キャベツのみそ汁 油揚げ,中みそ,麦みそ 煮干し(だし) 葉ねぎ キャベツ,たまねぎ 20.7 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 616 kcal

豚肉と厚揚げのキムチ炒め 豚肉,厚揚げ にら,にんじん もやし,白菜キムチ なたね油 773 kcal

野菜のナムル にんじん キャベツ,きゅうり 希少糖 ごま,ごま油 27.0 ｇ

塩のり のり 21.2 ｇ

麦ごはん,牛乳 牛乳 米,おおむぎ 618 kcal

マーボー豆腐 豆腐,豚ひき肉,赤みそ にら,にんじん しいたけ,にんにく,しょうが 希少糖,かたくり粉 ごま油 779 kcal

こまつなともやしのツナあえ まぐろ こまつな もやし 希少糖 27.8 ｇ

22.4 ｇ

たけのこごはん,牛乳 鶏肉,油揚げ 牛乳 にんじん たけのこ,しいたけ 米 613 kcal

きんぴらごぼう 牛肉 にんじん ごぼう こんにゃく,中ざら糖 なたね油 764 kcal

じゃがいものみそ汁 油揚げ,中みそ,麦みそ わかめ,煮干し(だし) 葉ねぎ たまねぎ じゃがいも 25.4 ｇ

19.9 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 636 kcal

さわらの照り焼き さわら 希少糖 782 kcal

ひじきの煮物 油揚げ 干ひじき にんじん こんにゃく,希少糖 なたね油 30.1 ｇ

豆腐と大根のみそ汁 豆腐,中みそ,麦みそ わかめ,煮干し(だし) にんじん,葉ねぎ だいこん 19.4 ｇ

麦ごはん,牛乳 牛乳 米,おおむぎ 611 kcal

鶏肉とレバーの香り揚げ 鶏肉,豚レバー 葉ねぎ にんにく,しょうが かたくり粉,希少糖 なたね油 778 kcal

キャベツのゆかりあえ キャベツ,きゅうり 27.6 ｇ

もずくと豆腐のスープ 豆腐,かつお節(だし) もずく 葉ねぎ 18.8 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 634 kcal

チリコンカーン 牛肉,豚肉,だいず にんじん,パセリ,トマト たまねぎ,にんにく 希少糖 なたね油 810 kcal

ほうれん草とコーンのソテー ベーコン ほうれんそう キャベツ,コーン なたね油 25.6 ｇ

21.5 ｇ

牛丼(麦ごはん),牛乳 牛肉 牛乳 にんじん たまねぎ,太ねぎ 米,おおむぎ,しらたき,希少糖 627 kcal

アスパラときのこのソテー ベーコン アスパラガス キャベツ,しめじ なたね油 785 kcal

すもも すもも 21.9 ｇ

21.4 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 612 kcal

高野豆腐の煮物 鶏肉,高野豆腐,かつお節(だし) にんじん,さやいんげん たまねぎ,しいたけ 希少糖 766 kcal
ちんげんさいとキャベツのソテー ウインナー チンゲンサイ キャベツ なたね油 28.9 ｇ

19.1 ｇ

チキンピラフ,牛乳 鶏肉 牛乳 にんじん たまねぎ,グリンピース 米 なたね油 640 kcal
ほうれん草のごまドレッシングあえ ほうれんそう もやし 希少糖 ごま,なたね油 762 kcal

コーンポタージュ 牛乳,クリーム パセリ コーン,たまねぎ じゃがいも なたね油 22.7 ｇ

豆乳プリン 豆乳プリン 18.0 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 623 kcal

タンドリーチキン 鶏肉 ヨーグルト にんにく,しょうが 760 kcal

アスパラサラダ アスパラガス キャベツ,きゅうり 25.4 ｇ

ポテトスープ ウインナー にんじん たまねぎ じゃがいも 20.2 ｇ

ビビンバ(麦ごはん),牛乳 牛乳 米,おおむぎ 610 kcal

(肉のみそ炒め),(いりたまご) 牛肉,豚肉,赤みそ,たまご 太ねぎ,にんにく 希少糖 なたね油 778 kcal
(ほうれん草ともやしのナムル) ほうれんそう もやし ごま 27.1 ｇ

豆腐とわかめのスープ 豆腐 わかめ 葉ねぎ たまねぎ 21.1 ｇ
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