
6月27日(月) 6月28日(火) 6月29日(水)

週 間 献 立

朝 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 パン 御飯

6月30日(木) 7月1日(金) 7月2日(土) 7月3日(日)

食 味噌汁(里芋・青葱・高野豆腐) 味噌汁(もやし・人参・葱) 味噌汁(磯のり・玉葱・豆苗) 味噌汁(ほうれん草・葱・油揚げ) 味噌汁(じゃが芋・青葱・庄内麩) ミネストローネ 味噌汁(水菜・卵・油揚げ)

 チキンナゲット ジャーマンポテト 目玉焼きとウインナー 柚子風味肉だんご 野菜の粒マスタード炒め 豚肉と野菜のカレー風味炒め 魚の塩焼

 Ａ：春雨入りサラダ Ａ：キャベツのサラダ Ａ：ツナ入りサラダ Ａ：レタスとカリフラワーのサラダ Ａ：はんぺんチーズフライ Ａ：卵サラダ Ａ：マカロニサラダ

 納豆・味付けのり 納豆・味付けのり 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 納豆・味付けのり

 牛乳 牛乳 牛乳・ヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:875kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:697kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:786kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:696kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :26.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:778kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1036kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:836kcal

脂質  :44.1g   食塩相:3.5g   脂質  :26.1g   食塩相:3.3g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :35.5g   

 脂質  :29.2g   食塩相:3.4g   脂質  :19.0g   食塩相:3.1g   

落花生 そば カニ

脂質  :25.3g   食塩相:2.9g   脂質  :22.5g   食塩相:2.8g   脂質  :16.4g   食塩相:2.4g   

カニ 落花生
小麦 エビ 卵 乳

昼 ビビンバ丼 ミートスパゲッティ 照りマヨチキン丼 天津丼 かき揚げうどん タンドリーチキン丼 プルコギ丼

食 味噌汁(白菜・油揚げ・人参) コンソメスープ きのこの味噌汁 モヤシとニラの鶏がらスープ 黒ごまプリン 味噌汁(庄内麩・大根葉・大根) 春雨スープ

 ツナ入りマカロニサラダ パリパリ大根サラダ いちごムース バンバンジー風サラダ ゆかり御飯 オレンジ ヨーグルト(ブルーベリー)

 ｴﾈﾙｷﾞｰ:925kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :37.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:633kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :24.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:908kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :35.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:725kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:759kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:356kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :26.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:935kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.0g   
 脂質  :38.6g   食塩相:4.6g   脂質  :14.0g   食塩相:4.6g   脂質  :37.7g   食塩相:2.2g   脂質  :22.6g   食塩相:4.5g   脂質  :16.6g   食塩相:6.1g   脂質  :22.7g   食塩相:1.8g   脂質  :38.2g   食塩相:3.1g   

夕 御飯 御飯 御飯 御飯 牛丼 御飯 御飯

食 田舎汁 中華スープ 味噌汁(大根葉・大根・油揚げ) 味噌汁(豆腐・長葱・わかめ) 味噌汁(豆麩・しめじ・かいわれ) 水餃子のスープ 味噌汁(ｷｬﾍﾞﾂ・人参・大根葉)

三色野菜のナムル

 照り焼き豆腐バーグ 焼肉風 鯖のグリルブラックペッパー風味 鶏肉のきこり風ｸﾘｰﾑｿｰｽかけ 小松菜と油揚げのごま和え 青椒肉絲 揚げ鶏の葱ソースがけ

 大豆とひじきの煮物 キムチもやし ロールキャベツ さつま芋のレモン煮 ◎キャベツの塩麹漬け

ﾀﾝﾊﾟｸ :28.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1114kcal

 納豆 夕食デザート(たい焼き)

ﾀﾝﾊﾟｸ :32.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:898kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:758kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:894kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :31.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:771kcal

脂質  :33.4g   食塩相:3.8g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :42.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:860kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:766kcal

脂質  :40.0g   食塩相:2.8g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :32.9g   

 脂質  :17.1g   食塩相:4.0g   脂質  :40.2g   食塩相:3.4g   脂質  :30.7g   食塩相:3.1g   

日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:2558kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :101.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2224kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :78.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :91.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2535kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :90.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :73.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2158kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :88.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2669kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :101.4g   

計 脂質  :84.9g   食塩相:12.0g   脂質  :73.2g   食塩相:11.2g   脂質  :90.9g   食塩相:8.1g   脂質  :104.3g   食塩相:9.2g   脂質  :72.4g   食塩相:10.8g   脂質  :76.1g   食塩相:12.0g   脂質  :88.5g   食塩相:9.1g   

 Ｂ：豆と根菜の胡麻だれサラダ Ｂ：卯の花 Ｂ：ミニグラタン Ｂ：チンゲン菜のおかか和え Ｂ：豆腐シュウマイ Ｂ：メンチカツ Ｂ：蓮根きんぴら

 Ｃ：かにかま卵ロール Ｃ：モロヘイヤのお浸し Ｃ：オクラのとろろ和え Ｃ：パンプキンサラダ Ｃ：ポテトサラダ Ｃ：マカロニサラダ Ｃ：春巻

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

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

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 そば

アレルギー７品目 アレルギー７品目

そば カニ 落花生

脂質  :34.2g   食塩相:3.1g   脂質  :21.7g   食塩相:3.9g   

エビ 卵
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 小麦エビ 卵 乳 小麦 エビ 卵
カニ

乳 小麦 エビ 卵 乳乳 小麦 エビ 卵
そば

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

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品目を色分け表示しております。（赤色：原材料含まれる/緑色：同一ラインまたは同一工場で使用）

落花生 そば カニ 落花生 そば


