
日 月 火 水 木 金 土

2 3 4 5 6 7
グレープジュース71kcal コーヒー牛乳71kcal りんごジュース65kcal カルピス33kcal オレンジジュース65kcal ココア 94kcal
ごはん ごはん 枝豆ごはん ごはん
わかめスープ すまし汁 みそ汁 中華スープ
えびの卵とじ 中華ｽｰﾌﾟ さわらの西京焼き あじの葱ソース 酢鶏 コンソメスープ
きゅうりとトマトのサラダ じゃがバター風 チンゲン菜とゆばの煮浸し 山芋の梅和え かぶと小松菜の炒め物 ブロッコリーのサラダ

ザーサイ えんどうの卵サラダ さくら漬け マンゴー缶 杏仁豆腐 フルーツヨーグルト

金時豆煮 みかん缶 黄桃缶 キャベツ浅漬け 漬物
516kcal 2.9g 575kcal 3.3g 478kcal 3.0g 535kcal 3.3g 503kcal 3.3g 536kcal 2.9g

マドレーヌ96kcal いちごアイス132kcal ピーチフルーチェ37kcal 人形焼き107kcal レモンケーキ116kcal セレクト

9 10 11 12 13 14
ミルクティー47kcal はちみつレモン57kcal いちごオレ60kcal チョコミルク119kcal カルピス33kcal 紅茶  19kcal
ポークカレー ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
コンソメスープ みそ汁 みそ汁 すまし汁 卵スープ みそ汁
コーンサラダ 焼きチキン南蛮 たらのけんちん蒸し さばの塩焼き チンジャオロース 赤魚のとろろ蒸し
フルーツヨーグルト 春雨サラダ 里芋の含め煮 ほうれん草とｺｰﾝのｿﾃｰ 大根の梅しそ和え 金平ごぼう
福神漬け 白花豆煮 うぐいす豆煮 スイカ 三色煮豆 フルーツカクテル缶

刻みたくあん 赤かっぱ漬け のり佃煮 ザーサイ かぶの浅漬け
565kcal 2.8g 519kcal 3.3g 455kcal 3.4g 468kcal 2.8g 594kcal 2.9g 524kcal 2.9g

抹茶ロールケーキ99kcal もみじまんじゅう94kcal セレクト キャラメルバウム99kcal 手作り水ようかん96kcal ワッフル76kcal

16 17 18 19 20 21
りんごジュース65kcal マミー74kcal オレンジジュース65kcal レモネード30kcal いちごオレ60kcal コーヒー牛乳71kcal

ごはん 五目ごはん ごはん ごはん ごはん
みそ汁 すまし汁 すまし汁 みそ汁 すまし汁
牛焼肉風 ホッケの塩麹焼き 鶏肉とキャベツのみそ炒め 豚肉じゃが ホキのパン粉焼き えびと野菜の
ﾁﾝｹﾞﾝ菜とじゃこのナムル 切干大根の煮物 オクラのなめ茸和え 冬瓜の冷やし鉢 ●なすのオランダ煮 　　　　かき揚げ
フルーツカクテル缶 黄桃缶 きゅうりの浅漬け 洋梨缶 みかん缶 みそ筑前煮
白菜漬け しば漬け 金時豆煮 さくら漬け 赤かっぱ漬け 白桃缶

655kcal 3.2g 537kcal 3.3g 526kcal 3.4g 615kcal 3.3g 495kcal 3.2g 548kcal 3.4g
ほうじ茶プリン74kcal ヨーグルトケーキ70kcal たい焼き52kcal シュークリーム83kcal セレクト 乳菓まんじゅう108kcal

23 24 25 26 27 28
はちみつレモン45kcal いちごオレ60kcal カルピス33kcal りんごジュース65kcal コーヒー牛乳71kcal オレンジジュース65kcal

麦ごはん ごはん 夏野菜キーマカレー ごはん ゆかりごはん ごはん
けんちん汁 みそ汁 コンソメスープ みそ汁 みそ汁 すまし汁

かれいのごま煮 鮭の照り焼き アスパラのマリネ 鶏の唐揚げおろしｿｰｽ 擬製豆腐 豚しゃぶのごまだれ

とろろ芋 さつま芋のいとこ煮 フルーツヨーグルト ほうれん草のしらす和え カリフラワーのサラダ 冷やっこ
うずら豆煮 洋梨缶 福神漬け 白桃缶 パイン缶 うぐいす豆煮
刻みたくあん しその実漬け しば漬け なすの浅漬け おかか昆布

479kcal 3.2g 542kcal 2.9g 626kcal 3.0g 561kcal 3.4g 494kcal 3.4g 519kcal 3.2g
セレクト ※エクレア90kcal 栗まんじゅう101kcal ミルクロールケーキ99kcal ※抹茶どら焼き116kcal ﾁｮｺﾚｰﾄﾊﾞﾊﾞﾛｱ91kcal

30 31
コーヒー牛乳71kcal レモンティー20kcal

ごはん ごはん
みそ汁 すまし汁
むつの野菜あん 豚肉の卵とじ
里芋とツナのサラダ 小松菜の中華炒め

キウイフルーツ りんご缶
のり佃煮 青かっぱ漬け

580kcal 3.1g 501kcal 2.9g
黒糖ケーキ70kcal 今川焼き106kcal

※【8月24日(火)ひまわり、8月27日(金)すみれ 】　おやつはソフトクリームイベントを行う予定です。

8月献立表

焼きそば ★ロコモコ丼

冷やしそば

＊数字はエネルギーと塩分量です。

 ●【石川県郷土料理：なすのオランダ煮】  ８月２０日（金）実施 

 揚げたり炒めたなすを甘辛く煮込んだシンプルな料理です。 
ひと昔前はもて余すほど大量にとれ、 
農家でよく食べられていたそうです。 
 長崎県を経由して伝わった西洋の調理法が 
「オランダ煮」の名の由来といわれています。 
                               （出典：農林水産省ホームページ） 

 ★【ロコモコ丼】 ８月７日（土）実施 

 ごはんの上にハンバーグと目玉焼きをのせてソースをかけたハワイのお料理です。 


