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ごはん,牛乳 牛乳 米 616 kcal

豚肉とごぼうの炒り煮 豚肉 にんじん,さやいんげん ごぼう しらたき,希少糖 なたね油 765 kcal

こまつなとツナのソテー まぐろ こまつな キャベツ なたね油 25.3 ｇ

あさりの佃煮 あさり 17.8 ｇ

麦ごはん,牛乳 牛乳 米,おおむぎ 615 kcal

焼き豆腐のみそそぼろ煮 焼き豆腐,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 なたね油 759 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 26.2 ｇ

22.8 ｇ

みんなのきのこカレー(ごはん),牛乳 牛乳 米 618 kcal

みんなのきのこカレー(ルー) 豚肉 にんじん たまねぎ,しめじ じゃがいも,黒砂糖 なたね油 772 kcal

こまつなのごまドレッシングあえ こまつな もやし 希少糖 ごま,なたね油 21.4 ｇ

17.3 ｇ

麦ごはん,牛乳 牛乳 米,おおむぎ 607 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 761 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 25.9 ｇ

21.5 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 622 kcal

さばのごま風味焼き さば しょうが ごま 762 kcal

キャベツの昆布あえ こんぶ にんじん キャベツ,きゅうり 30.0 ｇ

さわにわん 豚肉,かつお節(だし) にんじん,葉ねぎ だいこん,しめじ 22.2 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 626 kcal

牛肉と大豆のなかよし煮 牛肉,だいず にんじん,さやいんげん ごぼう こんにゃく,希少糖 なたね油 779 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 26.1 ｇ

20.5 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 612 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 762 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 20.8 ｇ

味つけのり のり 17.4 ｇ

チキンライス,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 667 kcal

こまつなときのこのソテー ウインナー こまつな キャベツ,しめじ なたね油 811 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,小麦 なたね油 20.9 ｇ

スイートポテト スイートポテト 19.7 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 632 kcal

豚肉のごまみそ炒め 豚肉,中みそ 青ピーマン,にんじん たまねぎ,キャベツ 希少糖 ごま,なたね油 778 kcal

ほうれん草とキャベツのひたし かつお節 ほうれんそう キャベツ 27.5 ｇ

小魚アーモンド カタクチイワシ アーモンド 20.6 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 637 kcal

鶏肉とくりの揚げ煮 鶏肉 かたくり粉,希少糖 なたね油,くり 796 kcal

大根とこまつなのサラダ こまつな だいこん,コーン 希少糖 ごま油 26.3 ｇ

白菜スープ ベーコン にんじん,葉ねぎ だいこん,しめじ,はくさい,しょうが かたくり粉 16.9 ｇ

ひじきごはん,牛乳 牛肉 干ひじき,牛乳 にんじん ごぼう,しいたけ 米 610 kcal

こまつなの煮びたし 油揚げ こまつな はくさい 766 kcal

豚汁 豚肉,油揚げ,麦みそ,中みそ 煮干し(だし) にんじん,葉ねぎ だいこん さつまいも,こんにゃく 23.5 ｇ

20.3 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 638 kcal

はまちの照り焼き はまち 希少糖 783 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 27.1 ｇ

豆腐とえのきのみそ汁 豆腐,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 20.0 ｇ

麦ごはん,牛乳 牛乳 米,おおむぎ 624 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 776 kcal

ちんげんさいとツナのソテー まぐろ チンゲンサイ キャベツ なたね油 30.0 ｇ

キウイフルーツ（香粋） キウイフルーツ 18.4 ｇ

麦ごはん,牛乳 牛乳 米,おおむぎ 623 kcal

煮込みおでん 牛肉,てんぷら,うずら卵,厚揚げ こんぶ にんじん だいこん こんにゃく,中ざら糖 787 kcal

キャベツとこまつなのソテー ウインナー こまつな キャベツ なたね油 24.8 ｇ

22.6 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 624 kcal

さわらの西京焼き さわら,白みそ 743 kcal

きゅうりともやしの酢の物 きゅうり,もやし 希少糖 ごま油 29.8 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 19.3 ｇ

鉄人キーマカレー(ごはん),牛乳 牛乳 米 616 kcal

鉄人キーマカレー(ルー) 牛ひき肉,豚ひき肉,豚レバー にんじん,青ピーマン たまねぎ,にんにく 希少糖 なたね油 815 kcal

野菜サラダ にんじん きゅうり,キャベツ,コーン 20.2 ｇ

20.4 ｇ

きのこごはん,牛乳 鶏肉,油揚げ 牛乳 にんじん ごぼう,生しいたけ,しめじ 米 なたね油 611 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 768 kcal

豆腐とさつまいものみそ汁 豆腐,中みそ,麦みそ 煮干し(だし) 葉ねぎ たまねぎ さつまいも 25.7 ｇ

17.5 ｇ

ごはん,牛乳 牛乳 米 634 kcal

鮭のごまだれかけ さけ かたくり粉,希少糖 なたね油,ごま 756 kcal

三色いそかあえ のり こまつな,にんじん キャベツ 30.8 ｇ

大根のみそ汁 油揚げ,中みそ,麦みそ わかめ,煮干し(だし) 葉ねぎ だいこん 18.7 ｇ
プルコギのっけごはん(麦ごはん),牛乳 牛乳 米,おおむぎ 628 kcal

プルコギのっけごはん(プルコギ) 牛肉,赤みそ たまねぎ,にんにく 希少糖 なたね油 783 kcal

プルコギのっけごはん(野菜のナムル) ほうれんそう,にんじん もやし 希少糖 なたね油,ごま 25.6 ｇ

豆腐とわかめのスープ 豆腐 わかめ 葉ねぎ たまねぎ 18.9 ｇ

ヨーグルト ヨーグルト

こ ん だ て ひ ょ う
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