
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
カルピス35kcal イチゴオレ54kcal ココア65kcal ぶどうジュース74kcal ミルクティー42kcal

キーマカレー 五目ごはん ごはん ごはん ごはん
オニオンスープ 味噌汁 すまし汁 コンソメスープ 味噌汁
ｷｬﾍﾞﾂのかにかまｻﾗﾀﾞ ホッケのゆかり焼き サバのみそ煮 ポークチャップ 牛焼肉
ぶどう缶ヨーグルト オクラのなめこ和え 蓮根の鶏ささみサラダ ﾚﾀｽのｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ほうれん草の千草和え

福神漬け パイン缶 洋梨缶 りんご缶 白桃缶
赤かっぱ漬け しその実漬け しば漬け たくあん

646kcal 4.1g 473kcal 3.2g 547kcal 3.3g 563kcal 3.4g 544kcal 3.5g
シュークリーム91kcal セレクト あんドーナツ73kcal 紫芋まんじゅう104kcal どら焼き72kcal

7 8 9 10 11 12
コーヒー牛乳51kcal レモンティー22kcal オレンジジュース57kcal マミー69kcal ﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽｼﾞｭｰｽ73kcal りんごジュース59kcal

ごはん ごはん ごはん ごはん ●友禅ごはん● なめこおろしそば

すまし汁 すまし汁 春雨スープ 味噌汁 すまし汁 中華風冷奴
鶏肉のｼﾞﾝｼﾞｬｰｿｰｽ 海鮮の和風炒め 回鍋肉 牛肉のしぐれ煮 太刀魚の野菜あん 菜の花の桜えびｿﾃｰ

さつま揚げの炒り煮 マカロニサラダ かぶの含め煮 ナスの生姜和え アスパラのサラダ 洋梨缶入りｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ

パイン缶 キウイフルーツ 黄桃缶 夏みかん缶 フルーツカクテル
青かっぱ漬け 昆布の佃煮 しその実漬け 赤かっぱ漬け たくあん

574kcal 3.8g 572kcal 4.0g 596kcal 3.9g 515kcal 2.9g 641kcal 3.5g 549kcal 3.4g
セレクト 人形焼96kcal スイートポテト113kcal いちごババロア73kcal ぽたぽた焼き59kcal 水ようかん65kcal

14 15 16 17 18 19
野菜ジュース23kcal イチゴオレ54kcal レモンティー22kcal カルピス35kcal ココア65kcal マミー69kcal
ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん シーフードカレー
すまし汁 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ コンソメスープ トマトスープ
サケの照焼き 焼きサバの葱ソース 鶏肉のきじ焼き 白身魚フライ ハンバーグ ｷｬﾍﾞﾂのｺｰﾙｽﾛｰ

肉団子の煮物 ほうれん草のゆかり和え 彩りごぼう 豆腐サラダ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾐﾓｻﾞｻﾗﾀﾞ りんご缶ヨーグルト

かのこ豆 白桃缶 夏みかん缶 フルーツカクテル 杏仁豆腐 福神漬け
しば漬け 白菜漬け 青かっぱ漬け 桜漬け 赤かっぱ漬け

550kcal 3.6g 553kcal 2.5g 521kcal 3.3g 656kcal 3.7g 754kcal 3.5g 591kcal 3.1g
黒糖まんじゅう104kcal かっぱえびせん59kcal プリン105kcal さつま芋蒸しパン161kcal セレクト ワッフル71kcal

21 22 23 24 25 26
ぶどうジュース74kcal オレンジジュース57kcal カルピス35kcal イチゴオレ54kcal コーヒー牛乳51kcal ﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽｼﾞｭｰｽ73kcal

チャーハン ごはん ごはん ごはん 麦飯 ごはん
中華スープ すまし汁 すまし汁 味噌汁 すまし汁 味噌汁
焼きぎょうざ 牛皿 豚しゃぶ香味ソース アジの塩焼き 鮭のねぎ蒸し 豆腐チャンプルー
大根の青しそｻﾗﾀﾞ 春菊のゴマ和え 小松菜のレモン和え 里芋と鶏小間の煮物 とろろ芋 空豆のサラダ
黄桃缶 金時煮豆 三色煮豆 バナナ パイン缶 しば漬け
ザーサイ たくあん つぼ漬け 青かっぱ漬け 桜漬け フルーツカクテル

646kcal 5.4g 497kcal 4.0g 478kcal 3.7g 495kcal 4.7g 435kcal 3.8g 551kcal 3.0g
抹茶水ようかん68kcal セレクト サラダせんべい68kcal 黒糖ケーキ70kcal エクレア64kcal 酒まんじゅう104kcal

28 29 30 31
レモネード74kcal マミー69kcal りんごジュース59kcal ミルクティー42kcal

ごはん わかめひじきごはん ごはん ごはん
コンソメスープ 味噌汁 中華スープ コンソメスープ
フライドチキン タラの梅煮 かに玉 豚肉のおろしソース

きのこソテー ナスのじゃこ炒め 蓮根のごまサラダ いんげんのﾁｰｽﾞｻﾗﾀﾞ

杏仁豆腐 りんご缶 かぶの浅漬け ぶどう缶
たくあん 漬物 洋梨缶 つぼ漬け

688kcal 3.3g 539kcal 3.2g 595kcal 4.2g 594kcal 3.8g
チーズケーキ50kcal キャラメルバウム99kcal もみじまんじゅう83kcal コーヒーゼリー118kcal

鶏ひき肉、卵そぼろ、にんじんなどが入っており、この1品ひとつでいろいろな栄養を取ることができますね。

食材が友禅染めのような彩りなので、このように呼ばれるようになりました。

ぜひご賞味くださいませ。

＊今月の行事食はございません。来月14日(木)に敬老の日の行事食を予定しております。

8月分献立表

<8月11日(金)実施　【友禅ごはん】について>
【友禅ごはん】とは、岐阜県美濃加茂市を中心とする学校給食で提供されている人気メニューです。


