
10  月 の　こんだてひょう
 ｴﾈﾙｷﾞｰ

(kcal)

 ﾀﾝﾊﾟｸ質

(g)

混合けずり　かまぼこ うどん 人参　長葱　小松菜
油揚げ　わかめ 627
ちりめんじゃこ　鶏卵 さつまいも　小麦粉 たまねぎ　ごぼう 24.6

なたね油 人参
油揚げ 米　三温糖　さといも 干し椎茸　ぶなしめじ　まいたけ　人
混合けずり　とり肉 なたね油 とうがん　しょうが　小松菜 　人参 590

でん粉　米サラダ油 干し椎茸 19.6
豆乳プリン（市販）
しらす干し ごはん　ごま しそ
とり肉　みそ 米サラダ油　黒こんにゃく ごぼう　人参　だいこん 563

さといも　三温糖 21.7
キャベツ　きゅうり

とり肉　鶏卵 米　米サラダ油 にんにく　たまねぎ　セロリ
ホールコーン 人参　トマト　ピ―マン 572

キャベツ　ほうれんそう 22.9
たまねぎ　人参　マッシュル―ム

ぶた肉　えび 米　もち米　米サラダ油 人参　たけのこ　干し椎茸
ごま油　ごま 564

わかめ　とり肉　鶏卵 たまねぎ　キャベツ　人参 24.3
国産みかんゼリー

　 食パン　ブルーベリー
さけ でん粉　小麦粉　なたね油　三温

糖　米サラダ油
レモン汁　パセリ

640

じゃがいも 28.3
ベ―コン　鶏卵 セロリ　トマト　小松菜　たまねぎ
ベ―コン スパゲティ　米サラダ油 にんにく　たまねぎ　人参　しいたけ

エリンギ　ぶなしめじ　えのきたけ
ぶた肉 ごま油 こんにゃく　きゅうり 561

もやし　にんじん 23.4
グレープゼリー

とり肉　ひじき　油揚げ 米　米サラダ油　三温糖 人参　干し椎茸
イカ 小麦粉　でん粉　なたね油 しょうが 621

26.1
みそ ごま もやし　小松菜　にんじん

ごはん 　

とうふ　ぶた肉 米サラダ油　三温糖　でん粉 しょうが　にんにく　長葱　人参 633
ごま油 干し椎茸　にら 25.8
はるさめ　ホールコーン　さとう きゅうり　もやし　人参
ごはん

ぶた肉 米サラダ油　小麦粉 しょうが　にんにく　たまねぎ　人参
マッシュル―ム

601

えのきたけ　エリンギ　ぶなしめじ 20.9
ホールコーン　さとう 海藻　キャベツ　きゅうり

混合けずり　ぶた肉 蒸し中華めん　ごま油　豚骨　米
油　ホールコーン　ごま

生姜　にんにく　人参　干し椎茸　キャ
ベツ　もやし　小松菜　長葱

ぶた肉　とり肉 しゅうまいの皮　でん粉 しょうが　干し椎茸　長葱 677
なたね油 32.4

ちりめんじゃこ　わかめ 米　ごま
とり肉　高野豆腐 米サラダ油　黒こんにゃく ごぼう　人参　干し椎茸　だいこん 561

三温糖 25.2
ごま油 小松菜　もやし　人参

ぶた肉　だいず　チーズ コッペパン　米サラダ油 にんにく　たまねぎ　セロリ
バタ―　小麦粉 578

とり肉　鶏卵 じゃがいも ほうれんそう　たまねぎ 26
チョコプリン（市販）

ごはん
さば　みそ　混合けずり　とうふ 三温糖 しょうが　長葱 642

キャベツ　きゅうり　人参　かぶ　かぶ
葉

25.6

えのきたけ　小松菜　長葱
ぶた肉　なると　鶏卵 米　ごま油　米サラダ油 にんにく　長葱　にんじん

564
混合けずり　とり肉 はるさめ 干し椎茸　人参　たけのこ 25.1

もやし　チンゲンサイ
油揚げ　かつおぶし　ちりめんじゃこ 米　米サラダ油　ごま 人参

とり肉　鶏卵 小麦粉　でん粉　なたね油 にんにく　しょうが 637
こんぶ だいこん　はくさい 30.9

混合けずり　油揚げ　なると うどん 人参　長葱　ほうれんそう
607

さつまいも　なたね油 18.8
三温糖　水あめ　ごま

こんぶ　ぶた肉　油揚げ 米　米サラダ油　三温糖 人参
とり肉　とうふ　みそ しろこんにゃく　さといも 人参　干し椎茸　ごぼう 570

だいこん　長葱 23.7
わかめ キャベツ　レモン汁
　 ごはん 　
混合けずり　牛肉 三温糖　焼き麩 こんにゃく　人参　エリンギ　えのきた

け　長葱
617

高野豆腐　焼きとうふ はくさい　しゅんぎく 26.1
キャベツ　きゅうり

ベ―コン 米　米サラダ油 人参　マッシュル―ム
ホールコーン　たまねぎ 577
赤ピーマン　パセリ 22

ぶた肉　ウインナー じゃがいも たまねぎ　人参　キャベツ
米　もち米　さつまいも

メルル―サ くり　ごま 602
でん粉　油　三温糖 たまねぎ　人参　小松菜 21.2

みかん
オリーブ油　ベ―コン スパゲティ　米サラダ油 にんにく　たまねぎ

エリンギ ほうれんそう 577
ハム マヨネ―ズ(卵不使用） かぼちゃ　きゅうり 21.9

たまねぎ

みかん

30
(金)

食塩　みりん　清酒
酢　しょうゆ

29
(木)

唐辛子　食塩　こしょう
しょうゆ　酢　白ﾜｲﾝ

ほうれんそうのぺペロンチーノ

ハムいりかぼちゃのサラダ

いもくりごはん
しろみざかなのあまずあんかけ

28
(水)

みりん　食塩　しょうゆ
清酒27

(火)

食塩　こしょう　白ﾜｲﾝ

カラフルピラフ

ぶたにくとキャベツのスープに

ごはん

すきやき

そくせきづけ

さいたま
けんさん
ぎゅう

にくのひ

26
(月)

清酒　みりん　しょうゆ
酢

23
(金)

しょうゆ　清酒　みそ

かんさいうどん

だいがくいも

たきこみこんぶごはん
さつまじる

キャベツとわかめのおひたし

22
(木)

食塩　こしょう　清酒
しょうゆ

21
(水)

清酒　みりん　しょうゆ
食塩

チャーハン

ごもくはるさめスープ

おかかいりたきこみごはん

さくさくとりてん
だいこんとはくさいのこんぶづけ

清酒　みりん　しょうゆ
食塩

20
(火)

ナツメグ粉　オ―ルス
パイス　チリパウダ―
赤ﾜｲﾝ　食塩　こしょう
ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ　ｹﾁｬｯﾌﾟ　ｳｽ
ﾀｰｿｰｽ　中濃ｿｰｽ　清
酒

19
(月) ポパイスープ

チリコンカンドック

チョコプリン（とうにゅう）

ごはん
さばのみそに

キャベツとかぶのそくせきづけ

すましじる

清酒　しょうゆ　みりん
辛子

16
(金)

清酒　食塩　こしょう
しょうゆ　ｵｲｽﾀｰｿｰｽ
塩

15
(木)

しおラーメン

てづくりあげしゅうまい（２こ）

わかめとじゃこのごはん
とりにくとこんさいのにもの

こまつなのからしあえ

カレ―粉　赤ﾜｲﾝ　食
塩　こしょう　ｳｽﾀｰｿｰｽ
中濃ｿｰｽ　しょうゆ　ｹ
ﾁｬｯﾌﾟ　酢

14
(水)

トウバンジャ　清酒
しょうゆ　てんめんジャ
ン　酢　辛子

13
(火)

かいそうサラダ

清酒　みりん　食塩
しょうゆ

白ﾜｲﾝ　酢　塩　こしょ
う

精製塩　白ﾜｲﾝ　食塩
こしょう　しょうゆ　清酒
酢　塩　グレープゼ
リー

清酒　食塩　しょうゆ
みりん　こしょう

熱や力のもとになる 体の調子をととのえる そのほか

しょうゆ　みりん　清酒
12
(月)

清酒　みりん　しょうゆ
塩　ベーキングパ

しょうゆ　清酒　食塩
こしょう

ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ　赤ﾜｲﾝ　食
塩　こしょう　パプリカ
チリパウダ―　オール
スパイス　白ﾜｲﾝ　しょ
うゆ

ちゅうかふうたきこみごはん

ちゅうかふうたまごスープ
みかんゼリー（市販）

やさいスープ

ごはん・ゆかりふりかけ
さといもとだいこんのにもの

そくせきづけ
スパイシーピラフ

(木)

9
(金)

しょくパン　ブルーベリージャム

さけのレモンソースがけ

こふきいも
トマトたまごのスープ

わふうきのこスパゲティ

やきにくサラダ

グレープゼリー（Fe）

にいざしりつひがしのしょうがっこう

とりにくととうがんのスープ

とうにゅうプリン

おつきみ
こんだて

お　　も　　な　　食　　品

血や肉や骨をつくる

(水)

8

6
(火)

7

こ　　ん　　だ　　て　　

2
(金)

5
(月)

わかめうどん
1

(木) じゃこいりあきのかきあげ

日　付

めいげつごはん

ひじきごはん
イカのかりんあげ

ごまみそあえ
ごはん
しせんどうふ

はるさめサラダ

ひきにくときのこのカレー

ごはん

＊献立表はメニューごとに材料を表示しています。
＊入荷等の都合により献立を変更することがあります。
＊全ての材料を表示しているわけではありません。


