
○夏休みで

　生活リズムが崩れて

　いませんか？
・「早寝、早起き、朝ご飯」

　で朝、体や脳を目覚めさせ、

※ ※ ※ ※ ※ 　１日を元気に過ごしましょ

　う。

　規則正しい生活と食事を

　心がけましょう。

エネルギー kcal エネルギー kcal エネルギー319 kcal エネルギー528 kcal エネルギー303 kcal

g　　脂質 ｇ g　　脂質 ｇ 17 g　　脂質 20.4 ｇ 18.6 g　　脂質 7.6 ｇ 18.5 g　　脂質 18 ｇ

卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 さば

○食事の
※ ※ ※ ※ ※ 　バランスを

　　考えよう！
・暑さを乗り切るためには、

　食事も重要です。

エネルギー257 kcal エネルギー358 kcal エネルギー299 kcal エネルギー284 kcal エネルギー312 kcal 　主食、主菜、副菜のそろっ

14.7 g　　脂質 12.5 ｇ 21.3 g　　脂質 21.2 ｇ 20.1 g　　脂質 17.3 ｇ 13.2 g　　脂質 14.7 ｇ 13.4 g　　脂質 18.4 ｇ 　たバランスの良い食事を

卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 さば 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 　心がけ、暑さに負けない

　からだを作りましょう！

・好きなものばかり食べたり、

　ダイエットなどで食事制限

※ ※ 　をしたりしていると、栄養

　バランスが崩れてしまいま

※ ※ ※ 　す。献立の基本を覚えて、

　栄養バランスの良い食事を

　心がけましょう！

・チャーハンや丼は、簡単に

エネルギー213 kcal エネルギー220 kcal エネルギー488 kcal エネルギー365 kcal エネルギー kcal 　調理できて食べやすいです

17.7 g　　脂質 10.3 ｇ 14.3 g　　脂質 13.3 ｇ 21.8 g　　脂質 19.8 ｇ 18.6 g　　脂質 26.7 ｇ g　　脂質 ｇ 　が、ついつい副菜を忘れて

卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 かに 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 　しまいがちです。必ず副菜

　を加えましょう！！

※ ※ ※ ※ ※ ○9月に

・新れんこん　・さといも

・なす　　・しょうが

エネルギー kcal エネルギー613 kcal エネルギー226 kcal エネルギー512 kcal エネルギー205 kcal ・みょうが　・糸瓜

g　　脂質 ｇ 18.8 g　　脂質 31.6 ｇ 19 g　　脂質 12.9 ｇ 20.5 g　　脂質 25.9 ｇ 14.8 g　　脂質 9.2 ｇ ・栗　　・ぎんなん

卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 鯖 卵 乳 小麦 さば 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 ・セロリ　　・ピーマン

・マコモダケ　・モロヘイヤ

・マツタケ　　・しいたけ

・りんご　　・かぼす

・キウイフルーツ　・梨

・いちじく　　・ぶどう

※ ※ ※ ※ ※ ・食用菊（カキノモト）

○「食用菊」
・食用菊と呼ばれるものは

エネルギー kcal エネルギー483 kcal エネルギー236 kcal エネルギー kcal エネルギー265 kcal 　観賞用の菊と同じ仲間で、

g　　脂質 ｇ 24 g　　脂質 21.3 ｇ 9.7 g　　脂質 10.1 ｇ g　　脂質 ｇ 15.8 g　　脂質 12.6 ｇ 　食用に苦みが少なく、かつ

卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 　食べる部分の花びらが大き

　くなるように品種改良され

　たものの総称です。

※ 　新潟県では、紫色の大輪

　種「延命楽」は「カキノ

　モト」と呼ばれています。

※ ※ ※ ※

エネルギー398 kcal エネルギー294 kcal エネルギー397 kcal エネルギー302 kcal エネルギー kcal

20.7 g　　脂質 8.6 ｇ 17.3 g　　脂質 18.6 ｇ 21.5 g　　脂質 23 ｇ 20.5 g　　脂質 14 ｇ g　　脂質 ｇ

卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦 卵 乳 小麦アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

おいしい野菜

ツナサラダ ポトフ風スープ どさんこ汁 いか団子汁

30 24
ソフト麺

たんぱく質

肉うどん汁 鶏の照り焼き
肉団子の

甘酢あんかけ
味噌カツ

竹輪磯辺天ぷら 春巻き バンバンジーサラダ 切干大根サラダ

ご飯 ご飯

月 火 水 木 金

ご飯

み
た
ら
し
団
子

一口メモ
23 24 25 26 27

ご飯 ご飯 ご飯 わかめご飯
チキンステーキ
トマトソース

野菜塩ラーメン 鯖塩焼き

高野豆腐とひじきの煮物 焼餃子 なすの味噌炒め
中華コーンスープ ポテトサラダ 切干大根の味噌汁

たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

30 31 1 2 3
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

ハンバーグ
デミグラスソース たれかつ 油淋鶏

ロールキャベツ
トマト煮

ツナマヨコロッケ

ゴーヤチャンプルー かぼちゃサラダ 鯖塩焼き オクラ肉詰め天ぷら 野菜ミンチ巻
ほうれん草スープ 厚揚げのうま煮 キャベツの味噌汁 クラムチャウダー 筑前煮

たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

6 7 8 9 10
ご飯 ご飯 ナン ご飯 中華麺

あじの南蛮風 ししゃもフライ キーマカレー
チキンソテー

マスタードソース
カレー春巻き オクラのサラダ 海鮮豆腐ステーキ ポテトサラダ
野菜スープ 冬瓜スープ ミモザサラダ ニラ玉スープ

たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

13 14 15 16 17
ご飯 コッペパン・いちごジャム ゆかりご飯 ご飯 ご飯

ベーコントマト
フライ

鯖の味噌煮
揚げシューマイ
チリソース アジフライ

おひたし うずら串フライ さんま南蛮漬け オムレツ
ビーフシチュー すまし汁 コーンスープ 豚汁

たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

20 21 22 23 24
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

目玉焼き
ハンバーグ

ブラックカレー
コロッケ

鶏の唐揚げ

かぼちゃサラダ オムレツ がんもの煮物
きのこ汁 根菜の味噌汁 ワンタンスープ

たんぱく質 たんぱく質

アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー アレルギー

27 28 29

たんぱく質 たんぱく質 たんぱく質

ご飯 ご飯

2021

月

≪ご飯 220g≫
エネルギー 370kcal
たんぱく質 13.4ｇ
脂質 2ｇ

≪牛乳 200ml≫
エネルギー 138kcal
たんぱく質 6.8ｇ
脂質 7.8ｇ

牛乳は
毎日付きます！

が含まれていません。

栄養表示にはあたたかい汁ものを提供します！
← このマークは、

盛付けがあります。

（※印を盛付けます）
← スプーンが付きます。

■献立は、仕入れの都合等により変更になる場合
がございますが、ご了承ください。

■写真はイメージです。

８,９

夏 季 休 業

敬老の日 秋分の日

定期考査

http://azukichi.net/season/autumn/autumn0023.html
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwqKTJiKHeAhXGebwKHcVHC4UQjRx6BAgBEAU&url=https://erecipe.woman.excite.co.jp/detail/f948b4a04de37ecbc2a673e232b02cb3.html&psig=AOvVaw0M9B8ifT9dZn8N2ZG6Z2Pc&ust=1540538843446503


※使用食材（アレルギー食材）　※牛乳は毎日付きます

体をつくる 熱や力となる 体の調子を整える その他

25日
(水)

チキンステーキトマトソース 高野
豆腐とひじきの煮物 中華コーン
スープ 夕張メロンゼリー

チキンステーキ ひじき
ベーコン 高野豆腐

ごま油 フライドポテト 上
白糖

コーン 玉ねぎ 人参 夕
張メロンゼリー

ケチャップ こしょう トマト
ソース みりん 塩 醤油
中華味 中濃ソース

26日
(木)

野菜塩ラーメン 焼餃子 ポテトサ
ラダ

かまぼこ 餃子 じゃがいも マヨネーズ
塩ラーメンスープ 中華
麺

キャベツ たけのこ ニラ
玉ねぎ 人参

醤油

27日
(金)

わかめごはん 鯖塩焼き なすの
味噌炒め 切干大根の味噌汁

さば 混ぜ込みわかめ
油揚げ

上白糖 なす ピーマン ほうれん
草 玉ねぎ 人参 切干大
根 長ネギ

みりん 塩 醤油 味噌 味
噌ラーメンスープ

30日
(月)

ハンバーグデミグラスソース
ゴーヤチャンプルー ほうれん草
スープ

かまぼこ ハンバーグ 卵 ごま油 マカロニ ゴーヤ ほうれん草 玉ね
ぎ 人参 長ネギ

こしょう ビーフシチュー
フレーク 塩 中華味

31日
(火)

たれかつ かぼちゃサラダ 厚揚
げのうま煮

トンカツ 厚揚げ ごま油 上白糖 キャベツ 玉ねぎ 人参
椎茸 白菜

パンプキンサラダ みり
ん 醤油 料理酒

1日
(水)

油淋鶏 鯖塩焼き キャベツの味
噌汁

さば 鶏竜田揚げ 油揚
げ

油 キャベツ 人参 長ネギ 味噌

2日
(木)

ロールキャベツトマト煮 オクラ肉
詰め天ぷら クラムチャウダー

あさり･むき身 オクラ肉
詰め天ぷら ロールキャ
ベツ 牛乳

じゃがいも 油 ブロッコリー 玉ねぎ 人
参

クリームシチューフレー
ク ケチャップ こしょう コ
ンソメ トマトソース 塩

3日
(金)

ツナマヨコロッケ 野菜ミンチ巻
筑前煮

ツナマヨコロッケ 鶏もも
小間 野菜ミンチ巻 油揚
げ

上白糖 油 キャベツ ごぼう れんこ
ん 人参

みりん 醤油

6日
(月)

あじの南蛮風 カレー春巻き 野
菜スープ

あじ カレー春巻き ソー
セージ

油 キャベツ ピーマン ブ
ロッコリー 玉ねぎ 人参

こしょう コンソメ 塩

7日
(火)

ししゃもフライ つくね串 オクラの
サラダ 冬瓜スープ

かまぼこ ししゃも つくね
串 ベーコン 玉子

ごま油 小麦粉 青じそド
レッシング

冬瓜 オクラ キャベツ チ
ンゲン菜 人参 椎茸

こしょう 塩 塩 中華味

8日
(水)

ナン キーマカレー 海鮮豆腐ス
テーキ ミモザサラダ

焼売 豚ひき肉 炒り卵 じゃがいも ナン フレンチ
ドレッシング

トマト缶 ブロッコリー 玉
ねぎ 人参

カレー粉 ジャワカレーフ
レーク バーモントカレー
フレーク

9日
(木)

チキンソテーマスタードソース ポ
テトサラダ ニラ玉スープ

チキンステーキ ベーコ
ン 卵

ごま油 じゃがいも マヨ
ネーズ

ニラ 玉ねぎ 長ネギ クリームシチューフレー
ク こしょう 塩 中華味 粒
マスタード

14日
(火)

コッペパン いちごジャム ベーコ
ントマトフライ おひたし ビーフシ
チュー

ベーコントマトフライ 牛
小間 花かつお

コッペパン じゃがいも
ジャム 油

キャベツ ほうれん草
マッシュルーム 玉ねぎ
人参

ビーフシチューフレーク
醤油

15日
(水)

ゆかりごはん 鯖の味噌煮 うず
ら串フライ すまし汁

うずら串フライ かまぼこ
わかめ 鯖 豆腐

上白糖 油 キャベツ 長ネギ みりん ゆかり 塩 醤油
味噌

16日
(木)

揚げシューマイチリソース さんま
南蛮漬け コーンスープ

さんま南蛮漬け シュー
マイ 牛乳

油 コーン 玉ねぎ 長ネギ クリームシチューフレー
ク コーンクリーム缶 コン
ソメ チリソース 塩

17日
(金)

アジフライ オムレツ 豚汁 アジフライ スパニッシュ
オムレツ 豆腐 豚小間

こんにゃく 油 キャベツ ごぼう 人参 大
根 長ネギ

味噌

21日
(火)

目玉焼きハンバーグ かぼちゃサ
ラダ きのこ汁 みたらし団子

ハンバーグ 青のり 目玉
焼き 油揚げ

みたらし団子 フライドポ
テト

きのこミックス 長ネギ パンプキンサラダ ビー
フシチューフレーク 味噌

22日
(水)

ブラックカレーコロッケ オムレツ
根菜の味噌汁

オムレツ 牛肉コロッケ
油揚げ

油 キャベツ ごぼう 玉ねぎ
人参 大根

味噌

24日
(金)

鶏の唐揚げ がんもの煮物 結び
こんにゃくの煮物 ワンタンスープ

がんもどき 鶏竜田揚げ ごま油 ワンタン 結び白
滝 上白糖

コーン ほうれん草 レモ
ン汁 人参 長ネギ

こしょう みりん 塩 醤油
中華味

27日
(月)

肉うどん 竹輪磯辺天ぷら ツナ
サラダ

ツナフレーク 竹輪磯辺
天ぷら 豚小間 油揚げ

ソフト麺 油 和風ドレッシ
ング

オクラ 人参 長ネギ 醤油 料理酒

28日
(火)

鶏の照り焼き 春巻き ポトフ風
スープ

ソーセージ チキンス
テーキ 春巻き

じゃがいも 油 キャベツ ブロッコリー ほ
うれん草 玉ねぎ 人参

こしょう コンソメ 塩

29日
(水)

肉団子の甘酢あんかけ バンバ
ンジーサラダ どさんこ汁

ミートボール わかめ 蒸
し鶏 豚ひき肉

ごま油 ﾊﾞﾀｰﾌﾚｰﾊﾞｰｵｲ
ﾙ バンバンジードレッシ
ング 上白糖 片栗粉

コーン メンマ もやし 玉
ねぎ 人参 長ネギ 白菜

穀物酢 醤油 味噌

30日
(木)

味噌カツ 切干大根サラダ いか
団子汁

いか団子 トンカツ 油 キャベツ ブロッコリー 人
参 切干大根 大根 長ネ
ギ

マヨネーズ 醤油 味噌
ラーメンスープ 料理酒

日
(曜

献　立　名
使用食品

平均栄養価　　　　　ｴﾈﾙｷﾞｰ 340kcal     たんぱく質 17.9g     脂質 17.0g     食塩 2.7g     

2021

月 ≪材料表≫8.9


