
日 月 火 水 木 金 土

1
グレープジュース71kcal

ごはん
みそ汁
ハンバーグきのこｿｰｽ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの卵サラダ

昆布佃煮
三色豆煮

610kcal 3.5g
今川焼106kcal

3 4 5 6 7 8
ミルクティー47kcal コーヒー牛乳71kcal ココア 94kcal カルピス39kcal オレンジジュース65kcal りんごジュース65kcal

ごはん ごはん うなぎちらし丼 ごはん ごはん
中華スープ すまし汁 豆腐の赤だし 中華スープ すまし汁

白菜のツナ炒め かに玉 さわらの西京焼き 青菜とゆばの煮浸し 酢鶏 あじのみりん焼き

かぼちゃの甘煮 トマトサラダ いんげんの生姜和え 黄桃缶 かぶのホタテ風味和え 山芋の梅風味和え

フルーツゼリー ザーサイ さくら漬け 漬物 杏仁豆腐 うずら豆煮
みかん缶 パイン缶 青かっぱ漬け キャベツの浅漬け

655kcal 3.5g 502kcal 3.7g 438kcal 2.8g 543kcal 4.1g 549kcal 2.9g 449kcal 2.6g
もみじまんじゅう94kcal いちごアイス132kcal たまごロールケーキ111kcal 人形焼き107kcal エクレア90kcal セレクト

10 11 12 13 14 15
グレープジュース71kcal ピルクル102kcal いちごオレ60kcal コーヒー牛乳71kcal カルピス39kcal 紅茶19kcal
ごはん ごはん ごはん ごはん ポークカレー ごはん
中華スープ みそ汁 みそ汁 すまし汁 コンソメスープ みそ汁
チンジャオロース風 銀鮭の照り焼き 焼きさばの葱ソース 擬製豆腐 コーンサラダ 牛焼肉
キャベツのサラダ ほうれん草の和え物 白菜のゆかり和え カリフラワーの和え物 福神漬け きゅうりのみょうが和え

漬物 キウイフルーツ りんご缶 青かっぱ漬け マンゴーヨーグルト フルーツカクテル
パイン缶 のり佃煮 かぶの浅漬け 白花煮豆 梅びしお

611kcal 3.2g 454kcal 3.2g 547kcal 3.5g 470kcal 3.6g 658kcal 3.1g 625kcal 3.9g
スイカ カステラ90kcal セレクト ヨーグルトケーキ70kcal 手作り水ようかん97kcal ワッフル76kcal

17 18 19 20 21 22
りんごジュース65kcal グレープジュース71kcal オレンジジュース65kcal ミルクティー47kcal いちごオレ60kcal コーヒー牛乳71kcal

ごはん 枝豆ごはん ごはん ごはん ごはん 冷やしそば
すまし汁 みそ汁 みそ汁 すまし汁 すまし汁 えびと野菜の
豚しゃぶのごまだれ ほっけの塩こうじ焼き 豚肉じゃが 鶏肉の味噌炒め 魚の南部焼き 　 　 　かき揚げ

春雨サラダ 切干大根の煮物 オクラのなめ茸和え 冬瓜の冷やし鉢 ●なすのずんだ和え 筑前煮
黒花豆煮 黄桃缶 きゅうりの浅漬け 洋梨缶 みかん缶 フルーツ杏仁
白菜漬け しば漬け 金時豆煮 刻みたくあん 赤かっぱ漬け

544kcal 2.4g 501kcal 4.0g 593kcal 3.0g 519kcal 3.4g 518kcal 3.2g 543kcal 3.7g
ほうじ茶プリン74kcal レモンケーキ116kcal たい焼き52kcal シュークリーム83kcal セレクト マドレーヌ96kcal

24 25 26 27 28 29
はちみつレモン45kcal りんごジュース65kcal カルピス39kcal いちごオレ60kcal コーヒー牛乳71kcal オレンジジュース65kcal

麦ごはん ごはん なすとひき肉 ごはん ごはん ごはん
みそ汁 すまし汁 　　　　のカレー みそ汁 中華スープ みそ汁
かれいのごま煮 焼きチキン南蛮 コンソメスープ たらの唐揚げ 厚揚げの味噌炒め かじきの煮付け
ひじきの煮物 里芋の含め煮 アスパラマリネ 大根の梅しそ和え ほうれん草のｶﾆｶﾏ和え さつま芋のいとこ煮

マンゴー缶 ぶどう缶 福神漬け 白桃缶 スイカ 洋梨缶
おかか昆布 しその実漬け フルーツヨーグルト しば漬け 梅びしお 刻みたくあん

487kcal 3.4g 560kcal 3.6g 619kcal 3.3g 493kcal 3.0g 445kcal 3.1g 466kcal 3.2g
セレクト 栗まんじゅう101kcal チョコクレープ86kcal ようかんロール91kcal りんごケーキ124kcal バニラアイス134kcal

31
バニラミルク77kcal

ごはん
すまし汁
赤魚のとろろ蒸し
金平ごぼう

フルーツカクテル
さくら漬け

470kcal 2.9g
黒糖ケーキ70kcal

8月献立表

肉うどん

＊数字はエネルギーと塩分量です。

 【なすのずんだ和え：千葉県郷土料理】 ８月２１日（金）実施 

  
 素揚げしたなすとすった枝豆を和えた料理です。 
野田市、九十九里町をはじめ長なす、水なす、丸なすなど 
多様ななすがとれる千葉県。枝豆は収穫量で全国１位です。 
 お盆料理としてよく作られています。 
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