
週間献立

5月23日（月） 5月24日（火） 5月25日（水） 5月26日（木） 5月27日（金） 5月28日（土） 5月29日（日）

朝
食

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

チキンオムレツとジャーマンポテト 豚肉の和風醤油炒め チキンナゲット 大根と肉団子の煮物

パン 御飯
味噌汁（ｷｬﾍﾞﾂ・豆麩・人参） 味噌汁（小松菜・高野豆腐・長葱） 味噌汁（えのき・玉葱・青葱） 味噌汁（蕪・水菜・油揚げ） 味噌汁（なめこ・白菜・小葱） 白菜のクリームスープ 味噌汁（ほうれん草・花麩・人参）

ハッシュドポテトとハンバーグ ハムカツとﾐﾆｵﾑﾚﾂ じゃが芋とウインナーｿﾃｰ

A：ハム入りサラダ Ａ：かにかまサラダ Ａ：ビーンズサラダ Ａ：ベーコンとナッツのサラダ A：海草サラダ Ａ：ｱｽﾊﾟﾗのサラダ Ａ：シーザーサラダ

Ｃ：ポテトサラダ Ｃ：ごぼうサラダ
Ｂ：小松菜の椎茸和え Ｂ：切干大根の煮物 Ｂ：筑前煮 Ｂ：ミニコロッケ Ｂ：ひじきの煮物 Ｂ：エビシュウマイ

納豆・味付けのり 納豆・味付けのり 納豆・味付けのり 牛乳・ジュース

Ｂ：いんげんのごま和え

Ｃ：パンプキンサラダ Ｃ：豆と根菜の胡麻ダレサラダ Ｃ：マカロニサラダ Ｃ：オクラのお浸し Ｃ：たまごサラダ
納豆・味付けのり

牛乳 牛乳 牛乳・ヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳
納豆・味付けのり 納豆・味付けのり

ｴﾈﾙｷﾞｰ:667kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:745kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :35.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:971kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :38.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:768kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:801kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :26.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1237kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :34.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:720kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.6g   

脂質  :14.9g   食塩相:3.1g   脂質  :20.0g   食塩相:3.1g   脂質  :32.0g   食塩相:3.6g   脂質  :22.0g   食塩相:3.2g   脂質  :22.6g   食塩相:3.6g   脂質  :46.2g   食塩相:4.9g   脂質  :18.9g   食塩相:2.8g   

アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目
卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ
カニ 落花生 そば カニ 落花生 そば カニ 落花生 そば カニ 落花生 そば カニ 落花生そば カニ 落花生 そば

昼
食

タコライス 山菜そば 豚肉のポン酢マヨ丼 シチューオンライス 昔懐かしい中華そば
野菜のコンソメスープ コンソメジュリエンヌスープ 肉焼売 清し仕立て

そば
筍御飯 甘酢風ねぎ豚丼

カニ 落花生

味噌汁（さつま汁・油揚げ・小葱）

ミックスフルーツ 焼おにぎり ムース ほうれん草の韓国のり和え いりこ菜飯 魚の味噌漬焼 ツナサラダ

しめじとほうれん草のスープ イカの天ぷら

野菜の天ぷら
ｴﾈﾙｷﾞｰ:792kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:688kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:872kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1053kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :44.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:916kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :29.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:715kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:883kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.4g   

脂質  :25.9g   食塩相:3.3g   脂質  :15.2g   食塩相:4.1g   脂質  :36.6g   

アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目

食塩相:2.7g   脂質  :36.2g   食塩相:7.6g   脂質  :17.4g   食塩相:8.0g   脂質  :16.5g   

エビ 卵

食塩相:3.4g   脂質  :35.0g   食塩相:2.9g   

アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目
乳 小麦

アレルギー⑦品目
卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 乳 小麦エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵

カニ
乳 小麦 エビ 卵乳 小麦 エビ 卵

落花生 そば
エビ

カニ 落花生 そば カニ 落花生 そば そばカニ 落花生 そば カニ

味噌汁（大根・大根菜・油揚げ）

落花生 そば カニ 落花生落花生 そば カニ

味噌汁（豆腐・春菊・かいわれ）

もも

夕
食

御飯 御飯 御飯 御飯 ガリバタ丼 御飯 御飯

ほっけの塩麹焼き 回鍋肉 野菜サラダ 煮込みハンバーグ

白菜とベーコンのスープ けんちん汁 春雨スープ 味噌汁（もやし・厚揚げ・長葱） 卵スープ

鶏肉の照り焼
グリーンサラダ 大根と水菜のサラダ 南瓜の甘煮 中華和え 海老とラディッシュのフレンチサラダ 小松菜の煮浸し

鶏肉のマーマレード焼 メンチカツとコロッケ

納豆 ガトーショコラ
ｴﾈﾙｷﾞｰ:818kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :34.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:783kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :17.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:647kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :31.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:863kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:806kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :26.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:720kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :26.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:893kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :37.8g   

脂質  :25.6g   食塩相:3.5g   脂質  :26.1g   食塩相:2.0g   脂質  :8.5g   食塩相:2.9g   脂質  :33.8g   食塩相:4.5g   脂質  :35.3g   食塩相:2.7g   脂質  :18.0g   食塩相:3.4g   脂質  :34.0g   食塩相:3.6g   

アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目 アレルギー⑦品目
卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵 乳 小麦 エビ
カニ 落花生 そば カニ 落花生 そば カニ 落花生 そば そばカニ 落花生 そば カニ 落花生

日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:2277kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :85.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2216kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :75.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2490kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :82.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2672kcal

カニ 落花生 そばそば カニ 落花生

脂質  :77.1g   食塩相:9.2g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :100.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2684kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :102.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2523kcal

脂質  :80.7g   食塩相:11.6g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :91.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :94.8g   

計 脂質  :66.4g   食塩相:9.8g   脂質  :61.3g   食塩相:9.2g   脂質  :87.9g   食塩相:9.3g   

注1）いつもご利用ありがとうございます。仕入等の都合により、急遽メニューを変更する場合がございます。ご了承ください。

注2）アレルギー主要7品目を色分けにて表示しております。（赤色：原材料含まれる　緑：同一ラインまたは、同一工場で使用）

脂質  :92.0g   食塩相:15.3g   脂質  :75.3g   食塩相:14.3g   


