
区分 12/02(月) 12/03(火) 12/04(水) 12/05(木) 12/06(金)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース 卵ボーロ カルシウムボーロ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん 黒糖パン ごはん ココアパン
麻婆大根 コーンしゅうまい 焼きそば 鶏と白菜の味噌煮 エビカツ
卯の花焼き 麻婆春雨 春巻き はんぺん汁 ＡＢＣスープ
きのこ汁 卵スープ わかめスープ 小松菜の茸和え くだもの

ゼリー牛乳 金時煮豆 牛乳
せんべい クッキー せんべい あられ ホームパイ
牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 767kcal た:40.7g 脂:30.7g 塩:1.5g 685kcal た:20.4g 脂:24.1g 塩:2.2g 801kcal た:27.4g 脂:34.6g 塩:1.8g 693kcal た:28.8g 脂:21.2g 塩:1.8g 712kcal た:28.6g 脂:24.3g 塩:2g

区分 12/09(月) 12/10(火) 12/11(水) 12/12(木) 12/13(金)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん ウインナーパン ごはん サンドイッチ
ポークカレー 厚焼き卵 クラムチャウダー ちゃんぽん チリコンカン
マカロニサラダ 鶏と野菜のごま味噌煮 わかめのポン酢和え ちくわの磯辺揚げ 海藻スープ
漬物（福神漬け） 八杯汁 うぐいす豆の甘煮 ヨーグルトサラダ くだもの
かき玉汁くだもの 牛乳 牛乳
クリームサンド ＡＢＣクッキィ のりせんべい ポッキー チップス
牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 850kcal た:30.3g 脂:26.4g 塩:2.3g 671kcal た:27.9g 脂:25.9g 塩:1.5g 714kcal た:28.5g 脂:28.9g 塩:3.7g 849kcal た:28.3g 脂:28.5g 塩:1.6g 897kcal た:44g 脂:44.1g 塩:2.5g

区分 12/16(月) 12/17(火) 12/18(水) 12/19(木) 12/20(金)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん クロワッサン ごはん 黒糖パン
ハヤシライス ひじき入り炒り豆腐 豚肉の野菜巻き にゅうめん ピーマンの肉詰め

人参しりしり 春雨の酢の物 ツナのカレーソテー 白身魚のフライ ポトフ
ゼリー 豚汁 鶏ごぼう汁 かにサラダ くだもの
みそ汁 牛乳 牛乳
ミニドーナツ クッキー ごませんべい ポップコーン ビスコ
牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 792kcal た:28.7g 脂:31.7g 塩:1.9g 644kcal た:25.6g 脂:23.4g 塩:2g 820kcal た:33g 脂:45.5g 塩:2.3g 887kcal た:32.8g 脂:19.1g 塩:4.4g 746kcal た:27.6g 脂:32.9g 塩:2.4g

区分 12/23(月) 12/24(火) 12/25(水) 12/26(木) 12/27(金)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん レーズンブレッド ごはん チーズバーガー
豚丼 だし巻き玉子 フライドチキン きつねうどん ギョウザスープ
小松菜のごま和え マカロニシチュー フライドポテト 高野豆腐の卵とじ 元気サラダ
なめこ汁 きゅうりとわかめのポン酢和え ほうれん草とコーンサラダ フルーツサラダ 牛乳
もみの木ゼリー フルーツヨーグルト スープ，牛乳
チョコチップ クリスマスクッキー チョコドーナッツ あられ ホームパイ
牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 609kcal た:22.9g 脂:23.4g 塩:1.2g 883kcal た:29.9g 脂:33.1g 塩:1.4g 711kcal た:30.2g 脂:30g 塩:1.8g 862kcal た:36.6g 脂:29.4g 塩:1.8g 682kcal た:26.4g 脂:27.7g 塩:2g

区分 12/30(月) 12/31(火)
ウエハース おかずはごはんといっしょに食べましょう

牛乳 ごはんとおかずをいっしょに口に入れて口に中で混ぜ合わせ

ごはん 冬期休み ながら食べることを「口中調味」と呼びます。

キーマカレー これは古くからの日本独自の食べ方です。

切干大根の煮物 最近では、欧米型食文化の‘ばっかり食べ‘を

なめこ汁 する子供もいるそうですが、口中調味には

３時おやつ ビスコ,牛乳 「ご飯の量で味を調整して濃い味に慣れない」

合計 560kcal た:24.1g 脂:18.6g 塩:1.3g 「脳を活性化させる」等の利点があります。
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１０時おやつ

た:たんぱく質　脂:脂質　塩:食塩相当量

３時おやつ

１０時おやつ

昼食





12/07(土)
えびせん
牛乳

125kcal た:4.7g 脂:4.7g 塩:0.3g

12/14(土)
野菜せんべい
牛乳

125kcal た:4.7g 脂:4.7g 塩:0.3g

12/21(土)
ラスク
牛乳

125kcal た:4.7g 脂:4.7g 塩:0.3g

12/28(土)
ラスク
牛乳

125kcal た:4.7g 脂:4.7g 塩:0.3g

ごはんとおかずをいっしょに口に入れて口に中で混ぜ合わせ

た:たんぱく質　脂:脂質　塩:食塩相当量




