
2014年6月30日 ～ 2014年7月6日

30日(月) 1日(火) 2日(水) 3日(木) 4日(金) 5日(土) 6日 (日)
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

ウインナーソテー たまごとじ とろろ 温泉卵 厚焼き玉子 納豆 厚揚げとチンゲン菜の煮浸し

ほうれん草の錦糸和え キャベツの土佐和え 肉詰めいなりの煮物 キャベツの炒め煮 ﾁﾝｹﾞﾝ菜のわさび和え かにかまあんかけ もやしの中華和え

ふりかけ 味付けのり ﾁﾝｹﾞﾝ菜の昆布和え 煮豆 生姜昆布 ｷｬﾍﾞﾂの生姜和え ふりかけ

味噌汁（えのき・油揚） 味噌汁（にら・麩） 味噌汁（キャベツ・わかめ） 味噌汁（なめこ・はんぺん） 味噌汁（もやし・きぬさや） 味噌汁（油揚・いんげん） 味噌汁（里芋・万能ねぎ）

牛乳 ヤクルト 牛乳 オレンジジュース 牛乳 ヨーグルト 牛乳

御飯 御飯 御飯 なめたけ炊き込み御飯 御飯 御飯 御飯

コロッケ 八宝菜 豚肉のスタミナ炒め ほっけの塩焼き 鶏肉の南部焼き たらの甘酢あんかけ 赤魚の西京焼き

ひじき煮 れんこんの中華炒め 小松菜の煮浸し 冬瓜の煮物 さつま芋と油揚げの薄甘煮 なすと油麩の煮物 里芋の煮ころがし

ﾁﾝｹﾞﾝ菜の辛子和え もやしのナムル なすのごま和え 小松菜のお浸し ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの和え物 長芋とオクラの和え物 小松菜のわさび和え

みかんヨーグルト 果物（バナナ） 果物（オレンジ） 果物（キウイ） 果物（パイナップル） 果物（白桃缶） 果物（みかん缶）

味噌汁（わかめ・豆腐） かき玉汁 清汁（しめじ・豆腐） 味噌汁（大根・葉大根） 味噌汁（玉ねぎ・わかめ） 味噌汁（ほうれん草・麩） 清汁（きぬさや・麩）

おやつ スイスロール ヨーグルトゼリー さつま芋蒸しパン バナナケーキ マンゴープリン ずんだプリン たい焼き

御飯 御飯 御飯 わかめ御飯 御飯 御飯 御飯

鶏肉と根菜の煮物 さばの味噌煮 あじの香味焼き 千草蒸 豆腐の野菜あんかけ 鶏肉の梅じそ焼き 豚肉のオイスター炒め

春雨サラダ かぶのふわふわ煮 大根のそぼろ煮 みそ肉じゃが 筑前煮 切干大根の煮付け 大根とエビのくず煮

漬物 漬物 即席漬け 漬物 漬物 漬物 煮豆

味噌汁（白菜・きぬさや） 味噌汁（じゃが芋・油揚） 味噌汁（もやし・麩） 味噌汁（キャベツ・麩） 味噌汁（じゃが芋・にら） 味噌汁（キャベツ・葉大根） 具沢山味噌汁

エネルギー 1628Kcal 1605Kcal 1624Kcal 1595Kcal 1597Kcal 1590Kcal 1620Kcal

タンパク質 63.1ｇ 59.7ｇ 66.2ｇ 56.5ｇ 62.8ｇ 62.3ｇ 63.7ｇ

脂質 37.5ｇ 37.5ｇ 36.8ｇ 31.5ｇ 35.6ｇ 33.5ｇ 31.2ｇ

食塩 9.7ｇ 8.5ｇ 9.5ｇ 9.4ｇ 9.5ｇ 7.6ｇ 8.7ｇ

＊仕入れ等の都合により変更することがあります。

夕

朝

昼

週間献立表 

週間献立表 



2014年7月7日 ～ 2014年7月13日

7日(月) 8日(火) 9日(水) 10日(木) 11日(金) 12日(土) 13日 (日)
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

温泉卵 とろろ 出し巻きたまご さんまの生姜煮 オムレツ 納豆 がんもとふきの煮物

じゃが芋の含め煮 ｷｬﾍﾞﾂと油揚げの煮付け チンゲン菜の磯和え 小松菜のわさび和え ひじきの炒り煮 生揚げのくずあん チンゲン菜の錦糸和え

しらすおろし ほうれん草のごま和え ふりかけ 煮豆 あみ佃煮 きゅうりとﾜｶﾒの甘酢和え のり佃煮

味噌汁（しめじ・高野豆腐） 味噌汁（わかめ・豆腐） 味噌汁（白菜・麩） 味噌汁（高野豆腐・なめこ） 味噌汁（いんげん・里芋） 味噌汁（大根・葉大根） 味噌汁（わかめ・ねぎ）

野菜ジュース 牛乳 牛乳 ヤクルト 牛乳 ヨーグルト 牛乳

七夕そうめん 御飯 御飯 御飯 キーマカレー 御飯 御飯

天ぷら盛合せ さわらのみりん焼き 回鍋肉 鶏肉の甘酢煮 サラダ さばの漬け焼き ハンバーグ

冬瓜のそぼろあん いんげんとｴﾋﾞ団子の煮物 かぼちゃの含め煮 春雨ソテー 福神漬 えびと枝豆の中華炒め 小松菜ソテー

なすとトマトのマリネ アスパラの土佐和え もやしの中華和え 漬物 ピーチヨーグルト ほうれん草の辛子和え マカロニサラダ

フルーツポンチ 果物（バナナ） 果物（キウイ） 果物（オレンジ） コンソメスープ 果物（黄桃缶） 果物（洋梨缶）

味噌汁（油揚・大根） 中華スープ 味噌汁（さつま芋・葉大根） 味噌汁（もやし・にら） コンソメスープ

おやつ ねりきり 抹茶プリン 今川焼き コーヒーゼリー いちごケーキ さつま芋蒸しパン カスタードプリン

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

鮭の黄身焼き 鶏肉のおろしポン酢かけ ぶりの照焼き あじのマヨネーズ焼き 豚肉生姜焼き 鶏肉のみそ焼き かれいの煮付け

白菜とさつま揚げのごまみそ煮 切昆布の煮付け 根菜の金平 肉じゃが 冬瓜のあんかけ 里芋のおかか炒め かぶのかにあんかけ

漬物 漬物 漬物 ゆかり和え 漬物 漬物 漬物

味噌汁（もやし・にら） のっぺい汁 味噌汁（じゃが芋・にら） 味噌汁（ほうれん草・麩） 味噌汁（きぬさや・なす） 味噌汁（えのき・油揚） 豚汁

エネルギー 1592Kcal 1591Kcal 1598Kcal 1601Kcal 1599Kcal 1622Kcal 1577Kcal

タンパク質 65.2ｇ 67.2ｇ 61.9ｇ 58.8ｇ 58.5ｇ 68.4ｇ 60.5ｇ

脂質 31.1ｇ 39.0ｇ 39.1ｇ 38.0ｇ 38.5ｇ 31.6ｇ 39.3ｇ

食塩 9.5ｇ 9.2ｇ 7.1ｇ 8.7ｇ 9.8ｇ 9.1ｇ 9.3ｇ

＊仕入れ等の都合により変更することがあります。

昼

夕

朝

週間献立表 


