
エネルギー 437kcal 炭水化物 67.7g エネルギー 463kcal 炭水化物 66.3g

蛋白質 12.7g カルシウム 61.6mg 蛋白質 15.3g カルシウム 92.5mg

脂  質 11.9g 食塩相当量 1.3g 脂  質 14.2g 食塩相当量 2.1g

エネルギー 509kcal 炭水化物 73.6g エネルギー 452kcal 炭水化物 66.1g エネルギー 414kcal 炭水化物 69.6g エネルギー 413kcal 炭水化物 63.7g エネルギー 490kcal 炭水化物 67.7g

蛋白質 14.7g カルシウム 70.4mg 蛋白質 13.7g カルシウム 52.2mg 蛋白質 12.7g カルシウム 64.3mg 蛋白質 19.5g カルシウム 65.0mg 蛋白質 13.5g カルシウム 152.2mg

脂  質 16.5g 食塩相当量 1.7g 脂  質 14.0g 食塩相当量 0.9g 脂  質 9.2g 食塩相当量 2.2g 脂  質 8.5g 食塩相当量 1.3g 脂  質 15.3g 食塩相当量 1.2g

エネルギー 478kcal 炭水化物 72.9g エネルギー 440kcal 炭水化物 63.8g エネルギー 426kcal 炭水化物 68.6g エネルギー 415kcal 炭水化物 61.3g エネルギー 470kcal 炭水化物 71.6g

蛋白質 20.7g カルシウム 70.3mg 蛋白質 16.2g カルシウム 83.5mg 蛋白質 12.1g カルシウム 60.2mg 蛋白質 13.7g カルシウム 80.0mg 蛋白質 13.3g カルシウム 60.4mg

脂  質 10.6g 食塩相当量 1.8g 脂  質 12.5g 食塩相当量 1.3g 脂  質 10.8g 食塩相当量 1.6g 脂  質 11.8g 食塩相当量 2.5g 脂  質 13.8g 食塩相当量 1.8g

エネルギー 431kcal 炭水化物 63.3g エネルギー 470kcal 炭水化物 65.6g エネルギー 460kcal 炭水化物 64.2g エネルギー 456kcal 炭水化物 67.7g エネルギー 439kcal 炭水化物 71.3g

蛋白質 18.5g カルシウム 63.5mg 蛋白質 12.2g カルシウム 67.4mg 蛋白質 16.7g カルシウム 62.0mg 蛋白質 14.6g カルシウム 60.6mg 蛋白質 12.9g カルシウム 52.5mg

脂  質 10.5g 食塩相当量 1.9g 脂  質 16.7g 食塩相当量 1.0g 脂  質 14.4g 食塩相当量 1.8g 脂  質 14.0g 食塩相当量 1.4g 脂  質 10.5g 食塩相当量 1.4g

エネルギー 478kcal 炭水化物 67.5g エネルギー 483kcal 炭水化物 72.4g エネルギー 391kcal 炭水化物 69.7g エネルギー 462kcal 炭水化物 71.8g エネルギー 467kcal 炭水化物 74.0g

蛋白質 18.0g カルシウム 64.0mg 蛋白質 13.8g カルシウム 109.7mg 蛋白質 15.1g カルシウム 54.2mg 蛋白質 16.6g カルシウム 92.5mg 蛋白質 15.0g カルシウム 68.2mg

脂  質 14.1g 食塩相当量 2.6g 脂  質 14.7g 食塩相当量 1.3g 脂  質 5.2g 食塩相当量 1.6g 脂  質 11.2g 食塩相当量 1.3g 脂  質 11.6g 食塩相当量 2.0g

ごはんごはん マカロニソテー

ウィンナーボイル

きのこソテー

チーズ風味かにかま

8日6日

インゲンのツナ和え ごはんほうれん草の小魚和え

7日

コロッケチンジャオロース

キャベツソテー

とりのあまずからめ

9日

コーンサラダ

とりのみそやき

野菜炒め フルーツ(黄桃)

おさかなのナゲット

カレースパ ごはん

里芋のバター炒め

フルーツ(りんご)

シューマイ

わかめの和え物

ウオクニ株式会社　www.uokuni.co.jp　《TEL》079-424-2258　《FAX》079-425-6858

肉団子ひじき煮

※食材の入荷により献立を一部変更することがあります。　　　　　　　　※使用している米穀等は、国内産です。
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あじのメンチカツ

焼きそば風スパ

ちくわの青のり炒め ごはん

5日

粉ふきさつま芋

煮豆

アスパラベーコン がんもの含め煮

ブロッコリーの天ぷら

豚肉と小松菜の煮物

れんこんの炒め物

とうふのフライ さかなのムニエル

スパソテー ごはん 白菜の和え物 フルーツ(みかん）

ほうれん草の和え物 つくねの照り煮 ごはん

人参シューマイ インゲンの炒め物

肉じゃが ピーマンの塩昆布和え

豚大根

ちくわのごま天 ごはん カレースパソテー

きゅうりのサラダ

フルーツ(白桃)ごはん れんこんのバター炒め

たらのからあげ ミートボールあまずあん さわらのホワイトソースかけ とんかつ

アスパラのツナ炒め 小松菜の和え物

ピーマンの胡麻油炒め キャベツのおかか和え ごはん 白菜の塩昆布和え

星ポテト

ごはん ブロッコリーサラダインゲンの炒め物 ほうれん草の小魚和え ごはん

玉子焼き チーズ風味かにかま

切干大根煮

厚揚げのチーズ焼き ウィンナーボイル

アメリカンドッグ ちくわの炒り煮

マーボー豆腐 金平ごぼう

フルーツ（黄桃） ポークビーンズ フルーツ(カクテル)

コンソメポテト

19日 20日 21日 22日 23日

ナポリタンスパ ごはん かにかまの天ぷら ごはん キャベツのごま和え マカロニサラダ

小松菜の炒め物

ほうれん草のおかか和え フルーツ(白桃)インゲンの小魚和え ごはん

玉子焼き

南瓜の炒め物 ウィンナーソテー ごはん

ブロッコリーボイル ちくわの炒め物 チキンボール

さつま芋のチーズがらめ ごはん

高野豆腐とひじきの煮物 ごぼうサラダ 大根の味噌そぼろ炒め カレーポテト アスパラの中華炒め

28日 29日 30日26日 27日

げつようび かようび すいようび もくようび きんようび

ごはん 人参のツナ炒め ごはんしそ和え ごはん スパソテー 大根のそぼろ炒め

ごはん アスパラとしらすの和え物 ごはん

れんこんの炒め物 フルーツ(洋ナシ) スパサラダ

インゲンの炒め物 小松菜の和え物

チーズ風味かにかま ほうれん草の炒め物 玉子焼き

肉団子 ブロッコリーのおかか和え

てづくりナゲット はるさめのあまからいため ぶたにくのなんばんづけ とうふハンバーグ ぶりのてりやき

つみれ フルーツ(りんご) 煮物

1日 2日

きのこマリネ れんこんの炒め物

枝豆とコーンの炒め物

12日 13日 14日 15日 16日

チキンチャップ

五目揚げ豆腐 マリネ

ちくわの磯辺揚げ

鶏と里芋の煮物 南瓜のクリームパスタ

やさいのメンチカツ あじのみりんやき えびフライ ぎゅうにくのみそいため

ウィンナーボイル

フルーツ(みかん) じゃがいもの甘辛炒め にんじんさつまの含め煮

きのこソテー

フルーツ（りんご）豆のカレーソテー

明石市立幼稚園 おひるごはん

じゃが芋のおかかバター炒め

鶏とたけのこのケチャップ炒め


