
日 献　立　名 揚げ油

牛乳

麦ごはん

あさりのみそ汁

牛丼（具）

手づくりチョコカップ
ケーキ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 786 Kcal たんぱく質 34.8 ｇ 脂　質 19.3 ｇ 炭水化物 118.3 ｇ

赤の食品
体の組織をつくる
たんぱく質・無機質

黄の食品
エネルギーとなる
炭水化物・脂質

緑の食品
体の調子を整える

ビタミン類
その他調味料等

大豆油（大豆） 人参､長ねぎ
31
(月)
中
学
校
の
み

牛乳

米､麦

豚肉､あさり､わかめ､豆腐（大
豆）､赤みそ（大豆）

料理酒､かつお節

牛肉
こんにゃく､砂糖､ゴマ、大豆油
（大豆）

おろしにんにく､おろし生
姜､玉葱､赤ピーマン､椎茸､
青豆（大豆）

料理酒、みりん､しょうゆ（小
麦・大豆）

卵、牛乳
小麦粉､マーガリン（乳・大豆・
豚）､チョコチップ(乳・大
豆）、砂糖、粉糖

ペーキングパウダー､ココア

給食だより９月号 

体内時計を正常に動かしましょう 
 人間は、光も音も温度もわからない場所で生活をす
ると、25時間周期で寝起きをするといわれています。
しかし１日は24時間です。この時間のずれを調整し
ているのが、わたしたちの体の中にある「体内時計」
です。体内時計を正常に働かせるためには、①朝の決
まった時間に太陽の光を浴びる、②昼間はなるべく外
に出る機会を増やす、③友人や家族と一緒に食事や運
動、勉強をする（社会の生活リズムに合わせる）、④
１日３回の食事を規則正しくとるなどが有効といわれ
ています。 

□毎日、朝ごはんを食べる。 
□早起きをして、朝の光を浴びる。 
□毎日、ほぼ決まった時間に起きる。 
□１日３食を、決まった時間に食べる。 
□日中は、できるだけたくさんの光を浴びる。 

□夜は、あまり明るい光を浴びないようにす
る。 
□寝る前までテレビを見ていたり、パソコン
や携帯電話、スマホなどを使用したりしない
ようにする。 
□寝る時は、部屋を真っ暗にして眠る。  

  敬 老 
の 日 

楽しい 会食を！  

月見 
 月見は中秋の名月（十五夜・旧暦の８月15日）と後の名月（十三
夜・旧暦の９月13日）に行われます。江戸時代の後期頃から、月見に
は月見だんごを供えるようになりました。それ以前には、十五夜には
いもを、十三夜には豆を供えていたことから、十五夜を「芋名月」、
十三夜を「豆名月」ともいいます。 
 月見という日本ならではの行事を大切にして、秋の夜空に浮かぶ美
しい月を、ゆっくりとした気分で眺めてみてください。 

秋の味覚を楽しみましょう 
  

 秋は、日本人の食生活に欠かせない米が
収穫される季節です。 
また、かきやりんごなどの果物が実り、ぎ
んなんやくりなど、さまざまな秋の味覚を
楽しむことができます。 

 今月は敬老の日があります。おじいちゃんやおばあ
ちゃんたちといろいろな会話をして楽しく食事をしてみ
ましょう。 

夏休みが終わって９月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いています。 
子どもたちは夏の暑さの影響で体調をくずしやすくなっているようです。 

早起き・早寝はもちろんのこと、１日３食をきちんととって生活リズムを

ととのえ、規則正しい学校生活を送るように心がけましょう。 
 

生活リズムをととのえるために 
  

 
チェック 

 

秋の味覚に
は食物繊維
がたっぷり！ 

        気候のよい秋は行楽シーズン。お弁当を持って出かける機会も増えるのではないでしょうか。 
おにぎり♪いろいろ♪ お弁当の定番のおにぎりは、中に何が入っているか、食べる前にワクワクしますよね。 

          梅干しにサケ、タラコ、ツナ・・・どんな具が好きですか？いろいろなおにぎりを紹介します。 
 

しょうがのみじん切りをごま油
で炒めてしょうゆを加え、刻ん
だたくあんと合わせる。 

 

●アレルギー表示について 

 ★表示義務食品・表示推奨食品あわせて、以下の２７品目を表示しています。 

  卵・乳・小麦・えび・かに・ピーナッツ・そば・あわび・いか・いくら・オレンジ・くるみ・さば・さけ・ キウイ・牛肉・豚肉・鶏肉・ 

  大豆・まつたけ・もも・やまいも・りんご・セラチン・バナナ・ごま・ カシューナッツ  

  ※もずく・アーサ・しらすは、収穫の際えび、かにの混入の可能性があるためアレルギー表示をしています。 

  

 ★揚げ物に使用する油は、３～４回程度同一の油を使用しています。 

  １回目、２回目に何を揚げたのか、さかのぼって確認してください。廃油後の「揚げ油①」は新しい油です。 

  

 ★食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、同じ製造ライン又は同じ製造工場内で生産されている別の製品 

  のアレルギー物質が微量混入してしまうことがあります。これらについては記載しておりません。 

  詳細については給食センターまでお問い合わせください。 

 

●給食費は、期限内におさめましょう。         ●材料、その他の都合により献立を変更することがあります。 

 
●給食では「株)ぬちまーす」さんより無料で寄贈していただいた塩分ひかえめミネラルたっぷりの塩「ぬちまーす」を毎日使用しています。 

焼きザケをほぐし、白ごまと一緒
にご飯に混ぜ込む。 

削り節にしょうゆを混ぜ、角切
りチーズを合わせる。 

刻んだしば漬けと、いり卵を

合わせ、ご飯に混ぜ込む。 



日 献　立　名 揚げ油

牛乳

ぬちまーすラーメン(め
ん）

ぬちまーすラーメン(スー
プ）

ミニ肉まん

オクラの梅肉和え

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 689 Kcal たんぱく質 23.6 ｇ 脂　質 12.7 ｇ 炭水化物 120.1 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 848 Kcal たんぱく質 28.4 ｇ 脂　質 14.1 ｇ 炭水化物 151.9 ｇ

牛乳

麦ごはん

アーサスープ

タコライス(肉）

タコライス（キャベツ）

タコライス（チーズ）

冷凍みかん
一食当たりの栄養価（小） エネルギー 667 Kcal たんぱく質 28.4 ｇ 脂　質 20.7 ｇ 炭水化物 91.8 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 820 Kcal たんぱく質 35.3 ｇ 脂　質 24.8 ｇ 炭水化物 113.9 ｇ

牛乳

麦ごはん

青菜のみそ汁

ゴーヤーチャンプルー

野菜入り鶏つくね

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 654 Kcal たんぱく質 25.3 ｇ 脂　質 23.9 ｇ 炭水化物 84.4 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 802 Kcal たんぱく質 30.4 ｇ 脂　質 28.7 ｇ 炭水化物 105.5 ｇ

牛乳

キムチチャーハン

テンシン春巻き 揚げ①

バンウースー

さわやかヨーグルト

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 705 Kcal たんぱく質 19.2 ｇ 脂　質 27.2 ｇ 炭水化物 95.9 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 946 Kcal たんぱく質 24.1 ｇ 脂　質 34.5 ｇ 炭水化物 134.8 ｇ

牛乳

麦ごはん

ビーフカレー

なかよしゼリー

ミニフィッシュ

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 637 Kcal たんぱく質 21.3 ｇ 脂　質 15.4 ｇ 炭水化物 103.3 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 792 Kcal たんぱく質 26 ｇ 脂　質 18.2 ｇ 炭水化物 131.1 ｇ

牛乳

麦ごはん

うちなーみそ汁

さばのてりやき

ゴーヤーのあえもの

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 634 Kcal たんぱく質 26.9 ｇ 脂　質 20.4 ｇ 炭水化物 85.7 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 791 Kcal たんぱく質 34.2 ｇ 脂　質 25.3 ｇ 炭水化物 106.6 ｇ

赤の食品
体の組織をつくる
たんぱく質・無機質

黄の食品
エネルギーとなる
炭水化物・脂質

緑の食品
体の調子を整える

ビタミン類
その他調味料等

白菜キムチ（小麦・りん
ご・大豆・さば）､玉葱､人
参､ごぼう､青豆（大豆）

砂糖

おろしにんにく､玉葱､人
参、ピーマン､トマト缶

調味料、しょうゆ（小麦・大
豆）、ウスターソース、食塩、
香辛料、調味エキス、増粘剤、
アミノ酸等、リン酸塩、着色料

米､麦

しょうゆ（小麦・大豆）､料理
酒､桃屋キムチの素（いか・り
んご・大豆）､パプリカ粉､ブイ
ヨン（鶏・豚）､ぬちまーす、
かつお節

冷凍みかん

パン粉（小麦）、水あめ、でん
粉、植物油脂、砂糖

キャベツ、玉葱、人参

料理酒、ケチャップ､チリパウ
ダー､チリミックス（小麦・
乳・豚）、パプリカ粉､AFウス
ターソース､こしょう

砂糖、大豆油（大豆）

米､麦

キャベツ

8
(火)

7
(月)

4
(金)

3
(木)

粒状植物性たん白（大豆）、
鶏肉、豚肉

さば

ツナ､茎わかめ

牛乳

乳製品（乳）

牛乳

豚肉､牛肉､豚レバー､きざみ大
豆（大豆）､高野豆腐（大豆）

牛乳

豚肉

1
(火)

鶏肉､植物性たん白（大豆）

チーズ（乳）

2
(水)

紅麹ハム（豚・大豆・鶏）

鶏肉

しょうゆ（小麦・大豆）

ぬちまーす、しょうゆ（小麦・
大豆）､キド中華（小麦・乳・
大豆・牛・豚・鶏）､かつお節､
チキンブイヨン（鶏）

イースト､食塩、しょうゆ（小
麦・大豆）香辛料、チキンブイ
ヨン（鶏）、ベーキングパウ
ダー、調味料

牛乳

めん（小麦）

もやし､長ねぎ､きくらげ､
コーン缶､にんにく

玉葱

オクラ､きゅうり､大根､人
参､練り梅､ゆかり粉

粉末状植物たん白（大豆）、
豚肉

大豆油（大豆）

小麦粉・砂糖・ラード（豚）・
こんにゃく粉末・でん粉・植物
油

砂糖､ごま

カタクチイワシ

牛乳

ノンオイルフレンチクリーミー
ドレッシング、ぬちまーす

米､ごま油､こめ油

しょうゆ（小麦・大豆）､酢
（小麦）

ブロックゼリーピーチ（もも・
りんご）

いちご､アロエ缶・パイン
缶､シークワーサー果汁

ゴーヤー､もやし､赤ピーマ
ン､ノンエッグマヨネーズ
（大豆・りんご）、シーク
ワーサー果汁

じゃがいも､でん粉､大豆油（大
豆）

アーサ（えび・かに）､椎
茸､ねぎ､人参､コーン

しょうゆ（小麦・大豆）､料理
酒､ぬちまーす､かつお節､ブイ
ヨン（鶏・豚）

植物油、はるさめ、砂糖、でん
粉、小麦粉、ショートニング、
加工でん粉、香味油、粉あめ、
植物油脂（ごま）

たけのこ、もやし、人参、
玉葱、キャベツ、きくら
げ、しいたけ

米､麦

しょうゆ（小麦・大豆）、ポー
クブイヨン（豚）、酵母エキ
ス、オイスターソース、ほたて
貝エキス、香辛料、食塩、グル
テン、ソルビトール、アミノ酸
等、乳化剤、増粘剤

春雨､砂糖､ゴマ、ごま油 きゅうり、人参

牛肉､豚レバー
じゃがいも､こめ油､小麦粉、大
豆油（大豆）

砂糖、植物性油脂、寒天

牛乳

香料

砂糖、でんぷん糖、ごま 食塩

おろしにんにく､人参､玉葱､
ピーマン､ズッキーニ､プ
ルーンピューレ、ハウス冷
凍ソテーオニオン（豚）

赤ワイン､日糧カレールウ（小
麦・大豆・鶏・牛）､カレー粉､
AFウスターソース､ぬちまー
す､ブイヨン（鶏・豚）

米､麦

豚肉､油揚げ（大豆）､麦みそ
（大豆）､白みそ（大豆）

大豆油（大豆） 小松菜､大根､人参 料理酒､かつお節

豚肉､厚揚げ（大豆） 大豆油（大豆） ゴーヤー､人参、もやし
料理酒、しょうゆ（小麦・大
豆）､ぬちまーす

紅麹ハム（豚・大豆・鶏）

無添加ﾎﾟｰｸ（豚）､豚肉､昆布､
豆腐（大豆）､赤みそ（大豆）

こんにゃく､大豆油（大豆） 冬瓜､人参､ごぼう､玉葱
料理酒､ブイヨン（鶏・豚）､か
つお節

おろし生姜
料理酒、しょうゆ（小麦・大
豆）､みりん



日 献　立　名 揚げ油

牛乳

麦ごはん

煮付け

ごぼう鶏肉巻き

納豆
一食当たりの栄養価（小） エネルギー 597 Kcal たんぱく質 26.5 ｇ 脂　質 15.3 ｇ 炭水化物 88.3 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 709 Kcal たんぱく質 30.8 ｇ 脂　質 16.8 ｇ 炭水化物 108.7 ｇ

牛乳

とりごぼうごはん

アジのぬちまーす焼き

ひじきのツナあえ

玄米棒

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 575 Kcal たんぱく質 26.8 ｇ 脂　質 17.3 ｇ 炭水化物 78.0 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 754 Kcal たんぱく質 34.7 ｇ 脂　質 20.8 ｇ 炭水化物 107.0 ｇ

牛乳

コッペパン

トマトスープ

スコッチエッグ

かみかみコールスローサ
ラダ

くだもの
一食当たりの栄養価（小） エネルギー 607 Kcal たんぱく質 24.5 ｇ 脂　質 22.8 ｇ 炭水化物 76.0 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 732 Kcal たんぱく質 28.9 ｇ 脂　質 27.6 ｇ 炭水化物 92.0 ｇ

牛乳

きのこごはん

いわし梅煮

ごまあえ

お楽しみホットケーキ

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 629 Kcal たんぱく質 24.6 ｇ 脂　質 21.7 ｇ 炭水化物 83.8 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 827 Kcal たんぱく質 30.6 ｇ 脂　質 26.5 ｇ 炭水化物 116.5 ｇ

牛乳

食パン

ビーンズシチュー

はちみつレモンチキン

手づくり冬瓜ジャム

ぶどうゼリー

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 616 Kcal たんぱく質 32.3 ｇ 脂　質 18.5 ｇ 炭水化物 80.1 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 753 Kcal たんぱく質 39.4 ｇ 脂　質 21.7 ｇ 炭水化物 100.0 ｇ

牛乳

麦ごはん

お母さんのみそ汁

ささみフライ 揚げ②

骨太ふりかけ

くだもの

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 677 Kcal たんぱく質 36.3 ｇ 脂　質 18 ｇ 炭水化物 92.5 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 837 Kcal たんぱく質 45.5 ｇ 脂　質 21.3 ｇ 炭水化物 115.8 ｇ

赤の食品
体の組織をつくる
たんぱく質・無機質

黄の食品
エネルギーとなる
炭水化物・脂質

緑の食品
体の調子を整える

ビタミン類
その他調味料等

料理酒､ブイヨン（鶏・豚）､ぬ
ちまーす、こしょう､しょうゆ
（小麦・大豆）

鶏肉､豆ちくわ
大豆油（大豆）､こんにゃく､砂
糖

大根､ごぼう､人参､小松菜､
さやいんげん､椎茸､生姜

牛乳

強力粉（小麦）､グラニュー糖､
ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ（大豆）

脱脂粉乳（乳）

大豆油（大豆）､じゃがいも
玉葱､人参､しめじ､青豆（大
豆）､トマト缶､マッシュ
ルーム､にんにく

赤ワイン､ケチャップ､AFウス
ターソース､ぬちまーす､ハヤシ
ルウ（小麦・大豆・牛）

料理酒､しょうゆ（小麦・大
豆）､みりん､ぬちまーす､かつ
お節､ブイヨン（鶏・豚）

鶏肉 はちみつ レモン果汁
しょうゆ（小麦・大豆）､白ワ
イン

さやいんげん､もやし､きゅ
うり、人参

酢（小麦）、しょうゆ（小麦・
大豆）、ぬちまーす

塩､イースト

豚肉､豚レバー､ゆで大豆

大豆油（大豆）､じゃがいも､マ
カロニ（小麦）

鶏肉､油揚げ（大豆） 米､こめ油
しめじ､エリンギ､竹の子､椎
茸､きくらげ､人参､ねぎ

脱脂粉乳（乳）

人参､玉葱､セロリ､トマト
缶､青豆（大豆）､パセリ､ト
マトソース缶

塩､イースト

9
(水)

牛乳

料理酒､かつお節､しょうゆ（小
麦・大豆）､みりん､ぬちまーす

納豆（小麦・大豆）

ゴマ､砂糖

鶏肉

15
(火)

砂糖､でん粉
冬瓜、りんごピューレ（り
んご）、レモン果汁

白ワイン

砂糖、ぶどう糖 ごぼう
みりん､清酒、調味料、しょう
ゆ（小麦・大豆）、増粘剤、ア
ミノ酸

鶏肉、鶏皮

牛乳

米､麦

いわし 砂糖､でん粉 しそ抽出液､梅肉
しょうゆ（小麦・大豆）、本み
りん、食塩

卵、脱脂粉乳（乳）、卵殻粉
（卵）

小麦粉、砂糖、果糖ぶどう糖液
糖、植物油脂、乳糖（乳）

食塩、膨張剤、トレハロース、
ピロリン酸第二鉄、香料（乳・
大豆）

ねりごま（ごま）､ごま、すりご
ま（ごま）、砂糖

牛乳

糖類、加工でん粉 ぶどう果汁
ゲル化剤、酸味料、香料、クエ
ン酸鉄Na

ぶどう（予定）

大豆油（大豆）
人参､玉葱､小松菜､大根､し
めじ

料理酒､かつお節

塩､こしょう

米､麦

14
(月)

16
(水)

ささみ（鶏）

しらすぼし（えび・かに）､糸
けずり、塩昆布（小麦・大
豆）､あおのり

豚肉､豆腐（大豆）､わかめ､
JAみそ（大豆）､赤みそ（大
豆）

11
(金)

ノンエッグマヨネーズ（大豆・
りんご）

キャベツ､ごぼう､きゅうり､
コーン､人参､シークワー
サー果汁

酢（小麦）､しょうゆ（小麦・
大豆）､みりん

牛乳

ノンオイルフレンチクリーミー
ドレッシング

ひじき､ツナ 砂糖､ゴマ
大根､きゅうり､人参、小松
菜､もやし､シークワーサー
果汁

酢（小麦）､しょうゆ（小麦・
大豆）

卵、牛肉、豚肉、卵白加工品
（卵）、粉末状植物性たん白
（大豆）、乾燥卵白（卵）、
全粉乳（乳）

パン粉（小麦）、豚脂身
（豚）、水あめ、砂糖、植物油
脂、小麦粉、大豆油（大豆）

玉葱

しょうゆ（小麦・大豆）、食
塩、酵母エキスパウダー、香辛
料、魚醤加工品、酵母エキス、
増粘剤、アミノ酸等、カロチノ
イド色素、PH調整剤

強力粉（小麦）､グラニュー糖､
ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ（大豆）

米､こめ油
ごぼう､人参､椎茸､青豆（大
豆）

しょうゆ（小麦・大豆）､料理
酒､みりん､ぬちまーす､かつお
節､ブイヨン（鶏・豚）

あじ ぬちまーす10
(木)

うるち米､黒糖､三温糖､水あめ、
植物油

牛乳

鶏肉､油揚げ（大豆）､ちきあ
ぎ（大豆）

梨（予定）

小麦粉､パン粉（小麦）、大豆油
（大豆）



日 献　立　名 揚げ油

牛乳

麦ごはん

チャプスイ

ふんわり豆腐焼売

ビーフンサラダ

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 587 Kcal たんぱく質 23.5 ｇ 脂　質 15.4 ｇ 炭水化物 88.6 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 716 Kcal たんぱく質 28.4 ｇ 脂　質 17.6 ｇ 炭水化物 111.0 ｇ

牛乳
黒米ごはん

中身汁

フ―チバ―かまぼこ

かんぴょうイリチー

サーターアンダギー

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 632 Kcal たんぱく質 25.9 ｇ 脂　質 18.4 ｇ 炭水化物 90.7 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 780 Kcal たんぱく質 31.7 ｇ 脂　質 21.8 ｇ 炭水化物 114.3 ｇ

牛乳

カレーうどん

もちきんちゃく

ベーコンポテト

バナナ
一食当たりの栄養価（小） エネルギー 535 Kcal たんぱく質 16.8 ｇ 脂　質 16.8 ｇ 炭水化物 79.2 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 624 Kcal たんぱく質 18.6 ｇ 脂　質 18.3 ｇ 炭水化物 96.2 ｇ

牛乳
あわご飯

クーリジン

デークニーイリチー

スルル小のからあげ
揚げ③
廃油

ふちゃぎ（白）

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 637 Kcal たんぱく質 25.3 ｇ 脂　質 15.6 ｇ 炭水化物 98.9 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 783 Kcal たんぱく質 30.8 ｇ 脂　質 18.3 ｇ 炭水化物 123.8 ｇ

牛乳

コーントースト

マッシュルームスープ

ミートボールのケチャッ
プ炒め

みかんゼリー

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 777 Kcal たんぱく質 26.9 ｇ 脂　質 33.5 ｇ 炭水化物 92.0 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 946 Kcal たんぱく質 32.7 ｇ 脂　質 40.1 ｇ 炭水化物 113.6 ｇ

牛乳

麦ごはん

もずくのみそ汁

グンボーイリチー

手づくり佃煮

くだもの
一食当たりの栄養価（小） エネルギー 591 Kcal たんぱく質 25.1 ｇ 脂　質 12.3 ｇ 炭水化物 95.0 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 715 Kcal たんぱく質 30.3 ｇ 脂　質 13.6 ｇ 炭水化物 117.9 ｇ

牛乳

あみパン

麦入り野菜スープ

ささがきごぼうのﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

マカロニサラダ

一食当たりの栄養価（小） エネルギー 503 Kcal たんぱく質 22.6 ｇ 脂　質 17.7 ｇ 炭水化物 63.3 ｇ

一食当たりの栄養価（中） エネルギー 603 Kcal たんぱく質 26.6 ｇ 脂　質 21 ｇ 炭水化物 76.9 ｇ

玉葱、ごぼう、おろし生姜
米発酵調味料、さとうきびバカ
スパウダー、食塩、チキンエキ
ス（鶏）

豚肉､ちきあぎ（大豆）

牛乳

りんご（予定）

牛乳

鶏肉､豆乳ホイップ夢濃久里
（大豆）､調整豆乳（大豆）

じゃがいも､小麦粉､こめ油、大
豆油（大豆）

牛乳

料理酒､かつお節、しょうゆ
（小麦・大豆）､みりん､ぬち
まーす

黄の食品
エネルギーとなる
炭水化物・脂質

緑の食品
体の調子を整える

ビタミン類

シークワーサー果汁
トレハロース、食塩、ベーキン
グパウダー

ビーフン､ごま油、砂糖 きゅうり、人参
しょうゆ（小麦・大豆）、酢
（小麦）

椎茸､ねぎ､生姜

ひじき､紅麹ハム（豚・大豆・
鶏）

豚肉､中身（豚） こんにゃく､大豆油（大豆）

みりん、かつお節調味液、食
塩、豆腐用凝固剤、アミノ酸
等、乳化剤

鶏肉
大豆油（大豆）､でん粉､ごま油
（ごま）

米､黒米

赤の食品
体の組織をつくる
たんぱく質・無機質

その他調味料等

植物油脂、小麦粉、砂糖、水あ
め混合異性化液糖、加工デンプ
ン

牛乳

17
(木)

米､麦

魚肉すり身、豆腐（大豆）、
植物性たん白、大豆粉（大
豆）

おろしにんにく､チンゲン
菜､白菜､人参､玉葱､竹の子､
椎茸､もやし､生姜､玉葱

しょうゆ（小麦・大豆）､みり
ん､料理酒､ぬちまーす､オイス
ターソース､ブイヨン（鶏・
豚）､八宝菜の素（小麦・大
豆・鶏・豚・ごま）

玉葱、えだまめ（大豆）、
人参、しいたけ水煮

牛乳

18
(金)

昆布、豚肉、ちきあぎ（大
豆）

大豆油（大豆） かんぴょう､人参､竹の子
料理酒、かつお節、ブイヨン
（鶏・豚）、しょうゆ（小麦・
大豆）、みりん

卵
小麦粉、上白糖、イソマルトオ
リゴ糖、サラダ油

料理酒､しょうゆ（小麦・大
豆）､かつお節､ブイヨン（鶏・
豚）、ぬちまーす

魚肉すり身、粉末状大豆たん
白（大豆）

タピオカ澱粉、ごま、砂糖、大
豆油（大豆）、アルファー化澱
粉、液状ブドウ糖

よもぎ、人参、ごぼう
塩、調味料、酒粕分解液、酒
精、たん白加水分解物、アミノ
酸等

豚肉､豚レバー､油揚げ（大
豆）､なると（大豆）

うどん（小麦）､大豆油（大豆）
おろしにんにく､人参､玉葱､
チンゲン菜､長ねぎ､椎茸

料理酒､しょうゆ（小麦・大
豆）､AFウスターソース､みり
ん､カレー粉､日糧カレールウ
（小麦・大豆・鶏・牛）､ブイ
ヨン（鶏・豚）､かつお節

バナナ

無塩せきベーコン（豚・大
豆）､あおのり

ぬちまーす、こしょう

もずく（えび・かに）､鶏肉､
魚そうめん､麦みそ（大豆）､
白みそ（大豆）

大豆油（大豆） 冬瓜､人参､小松菜､椎茸

じゃがいも、大豆油（大豆）
しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす､こしょう

牛乳

キャベツ､人参､玉葱､セロリ

強力粉（小麦）､グラニュー糖､
ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ（大豆）

みかん果汁

きびなご 小麦粉､でん粉、大豆油（大豆）

ごぼう､人参、にら

無添加ﾎﾟｰｸ（豚・鶏）
マカロニ（小麦）、ノンエッグ
マヨネーズ（大豆・りんご）

玉葱、きゅうり、キャベ
ツ、人参

ぬちまーす、こしょう

料理酒､こしょう､ぬちまーす､
ブイヨン（鶏・豚）､しょうゆ
（小麦・大豆）､ローリエ

あずき もち粉、トレハロース（砂糖）

鶏肉､荒挽ミニカクテルウィン
ナー（鶏・豚）

押し麦､大豆油（大豆）

ツナ､ちきあぎ（大豆）

ひじき、糸けずり ゴマ､砂糖、水あめ きくらげ
しょうゆ（小麦・大豆）、みり
ん

料理酒､かつお節

調整ラード、パン粉（小麦）、
でん粉、砂糖、なたね油

24
(木)

25
(金)

米､あわ（マージン）

こんにゃく､大豆油（大豆）

砂糖、大豆油（大豆）

しょうゆ（小麦・大豆）、ぬち
まーす、こしょう

30
(水)

脱脂粉乳（乳）

油揚げ（大豆）
もち米粉、植物油脂、加工でん
粉

かんぴょう 食塩、豆腐用凝固剤

豚肉､白かまぼこ（大豆）､液
卵（卵）

塩､イースト

鶏肉、粒状大豆たん白（大
豆）

椎茸､冬瓜､生姜､ねぎ
料理酒､しょうゆ（小麦・大
豆）､ブイヨン（鶏・豚）､かつ
お節､ぬちまーす

ミートボール（鶏・小麦・
豚・大豆）､白いんげん豆

砂糖、大豆油（大豆） ブロッコリー､赤ピーマン
ケチャップ､AFウスターソー
ス､しょうゆ（小麦・大豆）

マッシュルーム､人参､パセ
リ､セロリ

料理酒､ブイヨン（鶏・豚）､ぬ
ちまーす､こしょう

大豆油（大豆） 大根､にら､人参､もやし

果糖ぶどう糖液糖
ゲル化剤、酸味料、香料、ビタ
ミンC

強力粉（小麦）､グラニュー糖､
ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ（大豆）､ノンエッグマ
ヨネーズ（大豆・りんご）

玉葱､コーン 塩､イースト

米､麦

牛乳

28
(月)

脱脂粉乳（乳）､チーズ
（乳）､ツナ

29
(火)


