
　　今月の平均栄養価

　　熱　量 ：８２５ kcal

　　蛋白質 ：３１．９ g

　　　脂質：２５．９g  塩分：３．７g

＊麺類の汁含む

日 曜 献立名 材料名 日 曜 献立名 材料名 日 曜 献立名 材料名 日 曜 献立名 材料名 日 曜 献立名 材料名

麦ごはん 南幌産きたくりん・国産米粒麦 背割りコッペパン 南幌産小麦ゆめちから使用

道産無塩せきウインナー

みかん缶・パイン缶 （ケチャップ＆マスタード）

白桃缶・黄桃缶

カルピス

ごはん 南幌産きたくりん いりこ菜めし 南幌産きたくりん・いりこ菜飯の素(ごま含む) ごはん 南幌産きたくりん ごはん 南幌産きたくりん

(パックラーメン…南幌産ゆめちから) 道産にしん使用（小麦含む） 卵・小麦・大豆・豚・ゼラチン含む 鶏・小麦・大豆含む 道産鮭

国産手羽元使用 菜種油 　(パックソース) 菜種油 塩

（鶏・小麦・大豆含む）

いちごシューアイス 乳・卵・ゼラチン・小麦・りんご・大豆含む

ごはん 南幌産きたくりん ごはん 南幌産きたくりん ごはん 南幌産きたくりん ミルクツイストパン 南幌産小麦ゆめちから使用

(パックうどん…南幌産きたほなみ) 道産鶏肉 小麦・大豆含む ハンバーグ(大豆・鶏・豚含む) 小麦・大豆・鶏・りんご含む

小麦・大豆含む 塩だれ(小麦・ごま・大豆含む)・酒 菜種油　（パックソース） 砂糖・醤油・味醂・片栗粉

菜種油 みかん缶・パイン缶

プリン 乳・大豆含む はちみつレモンゼリー

ごはん 南幌産きたくりん ごはん 南幌産きたくりん ごはん 南幌産きたくりん 麦ごはん 南幌産きたくりん・国産米粒麦

(パックスパゲティ) 国産さば・道産味噌使用 鶏・大豆・小麦含む

菜種油

鹿児島県産さつまいも

アセロラゼリー レモン果汁含む 塩・菜種油 牛乳プリン 道産牛乳使用

(パックラーメン…南幌産ゆめちから)

豚・鶏・ごま・大豆・小麦含む

菜種油

ヨーグルト 乳・ゼラチン含む

お知らせ
　　＊　牛乳は、毎日つきます。
　　＊　物資の都合により献立の一部が変更になることがあります。ご了承ください。
　　＊　だし汁は、昆布と節（さば・いわし・かつお・まぐろ・むろあじ)でとっています。
　　＊　魚には骨があることがありますので、気をつけて食べましょう。
 今月の献立から…
　　　  １１日(火)…北海道産「にしんフライ」です。
        ２５日(火)…ビビンバの具はごはんに混ぜて食べましょう。
 ★ うどん麺は南幌産小麦「きたほなみ」、ラーメン麺・パンは南幌産小麦「ゆめちから」を使用しています。

6 木

じゃがバタ
チーズ

じゃが芋・チーズ・バター・
塩・胡椒・パセリ

7 金
ミートボール

カレー

ミートボール・じゃが芋・玉ネ
ギ・人参・カレールゥ・にんに
く・生姜・バター・ケチャップ・
りんご・フルーツチャツネ・
チーズ

コーン
スープ

コーン・玉ネギ・人参・パセリ・牛
乳・粉乳・ホワイトルゥ・ベシャメル
ルゥ・コンソメ・鶏ガラスープ・塩・胡
椒・生クリーム

ボイル
ウインナー

フルーツ
カルピス

10 月

みそ
ラーメン

豚肉・メンマ・つと・小松菜・
人参・もやし・玉ネギ・ごま
油・醤油・塩・胡椒・鶏ガラ
スープ・味噌だれ 11 火

手羽元の
やわらか煮

キャベツ
キムチ鍋

豚肉・豆腐・つきこんにゃく・
キャベツ・人参・ごぼう・生姜・
キムチの素・みそ・ごま・だし汁

にしん
フライ

五目
たまごやき

クリスピー
チキン

鮭の
塩焼き

けんちん汁
豆腐・じゃが芋・ごぼう・大
根・人参・つきこんにゃく・味
醂・醤油・塩・だし汁

じゃがいもの
みそ汁

じゃが芋・人参・高野豆腐・
わかめ・みそ・だし汁

水餃子
スープ

水餃子・白菜・玉ネギ・人参・長ネギ・し
めじ・生姜・鶏ガラスープ・塩ラーメン
スープ・味醂・ごま・塩・胡椒12 水 13 木 14 金

もやし
ナムル

もやし・きゅうり・人参・砂糖・
ごま油・塩・醤油

マカロニ
サラダ

マカロニ・きゅうり・人参・ノン
エッグマヨ・塩・胡椒・砂糖・
醤油

キャベツの
ピリ辛炒め

豚肉・キャベツ・ニラ・生姜・にんにく・オ
イスターソース・醤油・赤味噌・砂糖・
酒・米油・豆板醤・ごま油・片栗粉

炒り鶏
鶏肉・蓮根・竹の子・人参・
こんにゃく・干し椎茸・醤油・
砂糖・味醂・米油・だし汁

17 月

五目
うどん

豚肉・玉ネギ・白菜・小松
菜・人参・もやし・長ネギ・干
椎茸・つと・昆布・砂糖・醤
油・味醂・だし汁 18 火

野菜
かきあげ

コロコロ
野菜

スープ

枝豆・人参・玉ネギ・じゃが芋・
コーン・ベーコン・コンソメ・鶏ガ
ラスープ・醤油・塩・胡椒

鶏肉の
塩だれ焼

ほっけ
フライ

和風
ハンバーグ

チキン
ロイヤル

大根の
みそ汁

大根・油揚げ・人参・大根・
味噌・だし汁 塩ちゃんこ

鶏肉・鶏団子・油揚げ・キャベツ・人参・
ごぼう・玉ネギ・長ネギ・つきこんにゃく・
塩・生姜・味醂・塩ラーメンスープ・だし
汁

すまし汁
豆腐・人参・小松菜・わか
め・醤油・味醂・塩・だし汁19 水 20 木 21 金

筑前煮
鶏肉・ちくわ・竹の子・人参・こ
んにゃく・さつまいも・醤油・砂
糖・味醂・米油・だし汁

フルーツ
はちみつ
レモン

蓮根の
炒めもの

豚肉・蓮根・枝豆・人参・ご
ま・ごま油・砂糖・醤油・味
醂

豚肉と
大根の
煮物

豚肉・大根・人参・さつま揚
げ・こんぶ・砂糖・諸湯・味
醂・米油・だし汁

24 月

ミート
スパゲティ

豚挽肉・大豆・玉ネギ・人参・セロ
リ・にんにく・パセリ・デミグラスソー
ス・エスパニョールソース・ケチャッ
プ・ピューレ・トマト缶・ソース・バ
ター・チーズ・コンソメ・砂糖 25 火

もやし
サラダ

もやし・きゅうり・人参・砂糖・
醤油・ごま油・塩

ハヤシ
ライス

豚肉・じゃが芋・玉ネギ・人
参・たもぎ茸・にんにく・生
姜・トマト缶・ハヤシルゥ・ケ
チャップ・ソース・バター

ビビンバ
の具

豚肉・にんにく・生姜・酒・味醂・砂糖・
醤油・赤味噌・豆板醤・米油・もやし・ほ
うれん草・人参・ごま油・ごま

さばの
みそ煮

チキンカツ
キャベツと
かにかまの

サラダ

キャベツ・かにかま・きゅうり・
醤油・砂糖・ごま油・ごま

さつまいも
フライ

肉団子
スープ

肉団子・玉ネギ・白菜・人
参・しめじ・ニラ・コンソメ・鶏
ガラスープ・醤油・塩・胡椒

沢煮椀
豚肉・大根・人参・ごぼう・大
根葉・醤油・味醂・塩・胡
椒・だし汁

豆腐の
みそ汁

豆腐・油揚げ・わかめ・長ネ
ギ・みそ・だし汁26 水 27 木 28 金

31 月

塩
ラーメン

豚肉・メンマ・つと・ほうれん
草・人参・もやし・玉ネギ・ご
ま油・醤油・塩・胡椒・鶏ガ
ラスープ・塩ラーメンスープ

ひじき餃子
３こ

鶏じゃが
鶏肉・生姜・じゃが芋・こん
にゃく・玉ネギ・人参・米油・
醤油・砂糖・味醂・だし汁

千切り
ソテー

人参・玉ネギ・竹の子・豚
肉・醤油・オイスターソース・
三温糖・塩・胡椒・米油

こんだてひょう 

2021年度 

みかんゼリー 


