
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日 7月1日
ごはん パン2種 ごはん ハムマヨトースト ごはん モーニングカレー さくふわメロンパン
チーズデニッシュ ごはん 食パン ごはん ロールパン サラダバイキング ごはん
じゃこ天 ポテトカップグラタン 納豆 スパゲッティサラダ つくねチーズ 牛乳 スコッチエッグ
味噌汁 フルーツ 漬物 コンソメスープ フルーツポンチ コーンスープ
牛乳 マカロニスープ キムチスープ ヨーグルト 若竹汁 牛乳

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
687 543 816 546 714 824 560

親子丼 梅ちりめんごはん ピラフ キーマカレー ごはん とろろごはん ごはん
漬物 鶏天 ミニハンバーグ サラダバイキング チンジャオロース 魚の照り焼き 冷やし中華
赤だし たけのこの煮物 ミニオムレツ デザート 大学芋 肉じゃが 小龍包

ビーフンソテー サラダ 牛乳 もやしの和え物 ほうれん草の胡麻和え のりセレクト
ワンタンスープ 中華スープ

1011 1141 1091 1201 1140 1011 1037
ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
ミネストローネ ポークチャップ サバの竜田揚げ 塩鍋 グリルチキン ヒレカツ 鶏肉のさっぱり大根
牛肉コロッケ 金平ごぼう 肉団子の煮物 揚げたこ焼き ウィンナー ひじき煮 鶏軟骨揚げ
サラダ すまし汁 大根サラダ サラダ フライドポテト 海藻サラダ 冷奴

味噌汁 コールスローサラダ 味噌汁 味噌汁
卵スープ

1343 1083 1040 1055 1225 1030 1226
総カロリー 3041 2767 2947 2802 3079 2865 2823
夜食 きつねうどん 親子丼 ぶっかけうどん 鶏肉の竜田揚げ丼 豚肉の焼肉丼 カレーライス てりやきバーガー

7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日
ごはん パン2種 ごはん きな粉トースト ごはん ごはん ごはん
ホワイトブレッド ごはん 穀物ロール ごはん ミニ食パンデニッシュ 納豆 チョコねじりパン
八幡巻き ベーコンエッグ 納豆 パンプキンサラダ 肉豆腐 温泉卵 チーズオムレツ
赤だし 中華スープ 厚焼き卵 コンソメスープ すまし汁 けんちん汁 わかめスープ
牛乳 フルーツ 味噌汁 ヨーグルト 牛乳 フルーツ 牛乳

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
795 420 752 561 969 751 589

豚キムチ丼 牛飯 ごはん ビーフカレー 食育（七夕） ごはん ごはん
漬物 サバの塩焼き カルボナーラ風 サラダバイキング 鯛めし 豚肉と卵の炒め物 ジャージャー麺
味噌汁 肉じゃが フライドポテト デザート そうめん イカともやしの炒め物 揚げ餃子

小松菜の和え物 ウィンナー 牛乳 手羽元の塩焼き 白菜のポン酢和え サラダ
味噌汁 サラダバイキング サラダ わかめスープ のりセレクト

ジュース デザート
1077 1283 1430 1146 1393 1189 1211

ごはん ごはん ごはん ごはん 菜めし ごはん ごはん
ポトフ 鶏肉のサルサソース 和風ハンバーグ チゲ鍋 サンマフライ チキン南蛮 クリームシチュー
カニクリームコロッケ レタスと卵の炒め物 茄子の揚げ浸し チキンのオーブン焼き じゃが芋の煮物 たけのこの煮物 ミニピザ
サラダ マカロニサラダ ゆかり和え サラダ ミニトマト 味噌汁 サラダ

コンソメスープ 味噌汁 味噌汁

1159 1362 1002 1457 1648 1293 1437
総カロリー 3031 3065 3184 3164 4010 3233 3237
夜食 きつねうどん てりやきバーガー ぶっかけうどん 鶏肉の竜田揚げ丼 豚肉の焼肉丼 カレーライス てりやきバーガー

7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日
ごはん パン2種 ごはん ホットドック おにぎり モーニングカレー サンドイッチ
クロワッサン ごはん 食パン ごはん 漬物 漬物 ごはん
ウィンナー チキンナゲット 温泉卵 マカロニサラダ 豚汁 サラダバイキング ハッシュドポテト
味噌汁 春雨スープ 鮭の塩焼き コンソメスープ ゼリー 牛乳 中華スープ
牛乳 フルーツ 赤だし ヨーグルト 牛乳 牛乳

牛乳 牛乳 牛乳
832 468 705 411 599 832 678

ビビンバ丼 オムライス カツ丼 ハンバーグカレー ごはん ごはん ごはん
温泉卵 照り焼きチキン サラダバイキング サラダバイキング からあげ グラタン 温玉ぶっかけ
中華スープ サラダ 味噌汁 デザート がんもの煮物 フライドチキン 天ぷら

コンソメスープ プリン ミモザサラダ サラダ サラダ
味噌汁 コンソメスープ のりセレクト

949 1583 1049 1026 1157 1287 1202
ごはん ごはん ごはん ごはん ひつまぶし ごはん ハヤシライス
肉団子スープ かりん揚げ ローストチキン 豆腐の旨煮 豚カツ サバの味噌煮 サラダバイキング
串カツ 五目煮 ポテトサラダ エビ寄せフライ サラダ だし巻き卵 デザート
サラダ オニオンポン酢 ナポリタン サラダ マンゴープリン 肉じゃが

味噌汁 コーンスープ すまし汁

1040 1221 1239 1148 1048 1219 1197
総カロリー 2821 3272 2993 2585 2804 3338 3077
夜食 きつねうどん 親子丼 ぶっかけうどん 鶏肉の竜田揚げ丼 豚肉の焼肉丼 カレーライス てりやきバーガー

7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日
ごはん パン2種 ごはん シュガートースト ごはん お茶漬け チョコフレーク
ホワイトブレッド ごはん 穀物ロール ごはん ロールパン さんまの佃煮 ごはん
つくねチーズ ハムチーズ 納豆 ジャーマンポテト 目玉焼き 漬物 アメリカンドック
すまし汁 マカロニスープ 厚焼き卵 コンソメスープ 味噌汁 牛乳 コンソメスープ
牛乳 フルーツ すまし汁 ヨーグルト 牛乳 野菜ジュース

牛乳 牛乳 牛乳
717 487 642 443 715 1006 383

豚丼 ごはん ピラフ チーズカレー とろろごはん ごはん ごはん
漬物 鶏肉のにんにくはちみつ焼き エビフライ サラダバイキング 魚の照り焼き チンジャオロース 豚ごま冷麺
味噌汁 土佐煮 竜田揚げ デザート すき焼き風煮物 大学芋 冷奴

ごぼうサラダ サラダ 牛乳 胡瓜のおかか和え もやしの和え物 のりセレクト
中華スープ コンソメスープ ワンタンスープ

1158 1172 895 1284 1022 1215 1348
ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん 郷土料理（沖縄） 鮭菜めし
ちゃんこ鍋 魚の野菜あんかけ ヒレカツ 麻婆豆腐 鶏天 タコライス 魚の南蛮漬け
肉じゃがコロッケ レンコンの炒め物 里芋の煮物 プチ肉まん 切干大根の煮物 ゴーヤーチャンプルー 筑前煮
サラダ 大根サラダ ミニトマト プチ桃まん 海藻サラダ 中華風もずくスープ 枝豆

味噌汁 サラダ パイナップル

1152 975 1400 1098 1578 1546 1062
総カロリー 3027 2634 2937 2825 3315 3767 2793
夜食 きつねうどん てりやきバーガー ぶっかけうどん 鶏肉の竜田揚げ丼 豚肉の焼肉丼 カレーライス てりやきバーガー

7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日
ごはん パン2種 ごはん ベーコントースト ごはん ごはん ホットケーキ
クロワッサン ごはん 食パン ごはん ミニ食パンデニッシュ 納豆 ごはん
じゃこ天 スクランブルエッグ 温泉卵 ポテトサラダ 鮭の塩焼き 温泉卵 チキンナゲット
味噌汁 わかめスープ サバの塩焼き コンソメスープ 厚焼き卵 キムチスープ 春雨スープ
牛乳 フルーツ 味噌汁 ヨーグルト 味噌汁 フルーツポンチ 牛乳

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
679 460 710 523 714 884 461

そぼろ丼 ごはん ごはん キーマカレー ごはん チャーハン ごはん
漬物 ホイコーロー 和風パスタ サラダバイキング 豚のネギ塩焼き 餃子 ツナとトマトの冷製うどん
赤だし ごま団子 揚げ出し豆腐 デザート キャベツのコンソメ煮 サラダ 卵豆腐

中華和え サラダバイキング 牛乳 辛し和え わかめスープ のりセレクト
中華スープ 卵スープ 白味噌汁

1207 1358 1265 1160 1249 919 1086
ごはん ごはん 梅ちりめんごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
水餃子 グリルチキン 魚の天ぷら ミネストローネ 焼きそば 和風唐揚げ サバの蒲焼
春巻き ウィンナー 高野豆腐の卵とじ メンチカツ 明石焼き風 さつま芋の甘煮 肉じゃが
サラダ じゃが芋のグラッセ ささみと胡瓜のサラダ サラダ サラダバイキング ビーフンソテー 長芋ポン酢

コンソメスープ 味噌汁 味噌汁 赤だし

1213 1206 1026 1164 1048 1411 1235
総カロリー 3099 3024 3001 2847 3011 3214 2782
夜食 きつねうどん 親子丼 ぶっかけうどん 鶏肉の竜田揚げ丼 豚肉の焼肉丼 カレーライス てりやきバーガー

7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日
ごはん パン2種
ホワイトブレッド ごはん
チキンのバジル焼 ポテトカップグラタン
すまし汁 中華スープ
牛乳 フルーツ

牛乳
725 406

親子丼 ごはん
漬物 豚肉のオイスターソース炒め
味噌汁 小松菜と厚揚げの煮物

もみうり

1003 1142
ごはん ごはん
ビーフシチュー 鶏肉の味噌焼き
シーザーサラダ ひじき煮
デザート 白菜とカニカマの和え物

すまし汁

1256 1183
総カロリー 2984 2731 0 0 0 0 0
夜食 きつねうどん

昼食
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