
日 曜日 献立
牛
乳

血や肉になる食品 力や熱になる食品 体の調子を整える食品
エネルギー
（kcal）

蛋白質
（ｇ）

1 金
ガーリックライスなすミート ジュリアンスープ
すいか

○ 豚ひき肉 大豆 ベーコン
米 米粒麦 小麦粉 じゃがいも 油

サラダ油

なす たまねぎ パセリ にんにく
たまねぎ キャベツ にんじん セロリ

すいか
744 21.2

4 月
ごはん 卵とわかめのスープ いかのかりん揚げ
かぼちゃのそぼろ煮

○ 卵 生わかめ いか 鶏ひき肉 米 でんぷん 小麦粉 ごま 油  三温糖
小松菜 たまねぎ ねぎ にんじん

しょうが かぼちゃ 759 32

5 火 アーモンドトースト コーンチャウダー バナナ ○ 牛乳 豆乳 鶏肉 ベーコン
食パン バター アーモンド はちみつ

小麦粉 バター じゃがいも 油
サラダ油

たまねぎ 小松菜 にんじん
ホールコーン にんにく バナナ 744 23.4

6 水 昆布ごはん 肉じゃが 華風大根 ○
鶏肉 油揚げ しらす干し 刻み昆布

豚肉 凍り豆腐
米 米粒麦 サラダ油 じゃがいも

三温糖 ごま油

にんじん たまねぎ
糸こんにゃく グリンピース

干しいたけ 大根 ねぎ にんにく
757 26.6

7 木
五目寿司 そうめん汁 さばの塩焼き 冷凍みかん

○
卵 油揚げ 凍り豆腐 焼き竹輪

刻みのり 生わかめ かまぼこ さば
米 ごま 三温糖 サラダ油 そうめん

にんじん 干しいたけ たまねぎ
ねぎ とうがん オクラ 冷凍みかん 759 30.6

8 金
タコライス 青菜のスープ とうもろこし

○ ダイスチーズ 豚ひき肉 大豆 ベーコン 米 米粒麦 三温糖 サラダ油
ホールトマト キャベツ たまねぎ

にんじん にんにく 小松菜
とうもろこし

751 28.1

11 月 フィッシュバーガー ミネストラスープ ヨーグルト ○
卵 スライスチーズ ホキ

豚肉 ベーコン ヨーグルト
丸パン パン粉 小麦粉 油

マーガリン マカロニ
ホールトマト キャベツ たまねぎ
小松菜 にんじん セロリ にんにく 746 34.4

12 火 ひじきごはん 豚汁 しゅんゆい ○
大豆 鶏肉 油揚げ ひじき 冷凍豆腐

豚肉 みそ 豆あじ

米 米粒麦 三温糖 サラダ油
じゃがいも 小麦粉 ごま油

でんぷん 油

にんじん 大根 小松菜 にんじん
ごぼう こんにゃく ねぎ しょうが 756 29.5

13 水
にんじんごはん 豆乳仕立ての野菜汁
えびたま甘酢あんかけ

○
しらす干し 豆乳 鶏肉 みそ

昆布 卵 むきえび
米 米粒麦 ごま ごま油 じゃがいも

三温糖 でんぷん サラダ油

にんじん大根 ねぎ ごぼう にんじん
こんにゃく キャベツ たまねぎ

ねぎ にんじん たけのこ 干しいたけ
736 31.6

14 木
ジャージャー麺 もずくスープ スパイシーポテト

○
豚ひき肉 大豆 八丁みそ

塩抜きもずく
蒸し中華麺 三温糖 サラダ油 でんぷん

ごま油 じゃがいも 油

にんじん もやし きゅうり ねぎ
 たけのこ 干しいたけ しょうが

にんにく えのきだけ 小松菜
750 28.7

15 金
ごはん ごまキムチ汁 鮭のしょうが焼き
ゴーヤチャンプルー

○ 冷凍豆腐 豚肉 鮭 卵 豚肉 米 ねりごま サラダ油 三温糖
白菜キムチ 白菜 にんじん ねぎ

ごぼう しょうが たまねぎ もやし
 にがうり

754 32.2

19 火
プルコギ丼 わかめとコーンのスープ
おひさまゼリー

○ 豚肉 卵 生わかめ 粉寒天
米 米粒麦 ごま ごま油 サラダ油

三温糖 春雨 上白糖

りんご たまねぎ もやし にんじん に
ら しょうが にんにく小松菜 ねぎ

 ホールコーン えのきだけ
オレンジジュース トマトジュース

747 25.3

20 水 夏野菜のカレーライス
切り干し大根のハリハリ漬け メロン

○ 粉チーズ 豚肉 刻み昆布
米 米粒麦 小麦粉 じゃがいも

サラダ油ごま 三温糖

りんご トマト たまねぎ かぼちゃ
なす ズッキーニ ピーマン

赤ピーマン しょうが にんにく
切り干し大根 メロン

778 24

令和４年度７月 献立表

※献立は食材や行事の都合により変更する場合があります。

※果物は旬のものを業者さんと相談の上、注文します。
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