
脂質  :11.3g   食塩:3.1g   脂質  :21.1g   食塩:3.7g   脂質  :8.0g   食塩:3.2g   脂質  :11.2g   食塩:3.2g   

ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん

脂質  :13.6g   食塩:4.0g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:578kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :17.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:473kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:527kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :14.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:567kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :17.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:639kcal

たいみそ 牛乳 梅びしお かつお節みそ たいみそ

ﾀﾝﾊﾟｸ :22.3g   

うめ 　　　　　　ぶし

生姜和え もやしの炒め物 茄子の和え物 ブロッコリーサラダ（朝） 里芋の煮物
しょうがあ 　　　　　　　　　いた　もの なす　　　　あ　　もの 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あさ さといも　　にもの

肉詰めいなり 目玉焼き 卵と豆腐の炒め物 肉豆腐 豚肉と玉葱の炒め物
にくづ めだまや たまご　とうふ　　　いた　もの にくどうふ ぶたにく　　たまねぎ　　いた　もの

清まし汁 コンソメスープ 味噌汁 味噌汁 清まし汁
す　　　　　じる みそしる みそしる す　　　　　じる

御飯 パン 御飯 御飯 御飯
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ごはん ごはん ごはん ごはん

24 25 26 27 28 29

脂質  :8.4g   食塩:2.1g   

ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん

脂質  :10.5g   食塩:3.6g   脂質  :13.6g   食塩：3.8g   脂質  :16.6g   食塩:3.4g   脂質  :7.0g   食塩:4.0g   

ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん

脂質  :4.0g   食塩:3.7g   脂質  :9.2g   食塩:4.0g   

ゆずみそ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:577kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:638kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :17.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:509kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :14.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:525kcal

梅びしお たいみそ 牛乳 たいみそ かつお節みそ 梅びしお

ﾀﾝﾊﾟｸ :17.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:560kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:569kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.6g   

さつま芋のサラダ
うめ ぎゅうにゅう 　　　　　　ぶし うめ

お浸し（朝） 里芋の煮物 チンゲンサイ炒め いんげんのソテー 梅肉和え（きゃべつ） のり佃煮和え（ほうれん草）

ホキの西京焼
　　ひた　　　　あさ さといも　　にもの 　　　　　　　　　　　　いた ばいにくあ 　　　　つくだにあ　　　　　　　　　　　　そう 　　　　　　いも

厚揚げの味噌煮 豚肉と玉葱の炒め物 オムレツ 大根と海老しんじょう煮物 さつま揚げの煮物 はんぺんの卵とじ

清まし汁
あつあ　　　　　　　みそに ぶたにく　　たまねぎ　　いた　　もの だいこん　　えび　　　　　　　　　　にもの 　　　　　　　あ　　　　　にもの 　　　　　　　　　　　たまご 　　　　　　さいきょうやき

清まし汁 清まし汁 コンソメスープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁
みそしる みそしる す　　　　　じる

脂質  :7.1g   食塩:3.1g   脂質  :28.1g   食塩:4.6g   脂質  :6.0g   食塩:2.4g   

御飯 御飯

23
ごはん ごはん ごはん

たいみそ のり佃煮 ゆずみそ

す　　　　　じる す　　　　　じる みそしる

脂質  :12.9g   食塩:2.8g   脂質  :9.0g   食塩:3.0g   脂質  :11.3g   食塩:3.1g   

御飯御飯 御飯 パン
ごはん ごはん ごはん

ｴﾈﾙｷﾞｰ:487kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :12.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:609kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :24.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:522kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:569kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:506kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :13.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:573kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.7g   

16

ドレッシングかけ（ブロ）
　　　　つくだに 　　　　つくだに ぎゅうにゅう

ごはん ごはん ごはん ごはん

生姜和え ツナともやしの炒め物 千切り野菜サラダゆかり和え（白菜）

ｴﾈﾙｷﾞｰ:479kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :11.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:578kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:500kcal

かつお節みそ 梅びしお のり佃煮 かつお節みそ

ﾀﾝﾊﾟｸ :15.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:567kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.3g   

じゃがいもの煮物 豆腐と野菜の炒め物 厚揚げの味噌煮 五目炒り卵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あさ 　　　　　　　　　あ　もの こまつな　　　　　　ひた だいこん　　にもの

17 18 19 20 21 22

御飯

ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえんししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん

のり佃煮 牛乳

しょうがあ 　　　　　　　　　　　　　　　　いた　もの せんぎ　　　やさい

豚肉のけずりかつお焼 ウインナーと春菊の生姜炒め 肉詰めいなり 鶏団子煮 クリーム煮（ミートボール）

酢の物（胡瓜）

アジのみりん醤油焼き
　　　　　　　　あ　　　はくさい す　　もの　　きゅうり

ゆずみそ

味噌汁
ぶたにく　　　　　　　　　　　　　　　　やき 　　　　　　　　　　　　しゅんぎく　　しょうがいた にくづ とりだんごに 　　　　　　　　　　に 　　　　　　　　　　　　　　しょうゆや

清まし汁 味噌汁 清まし汁 味噌汁 コンソメスープ

御飯
す　　　　　じる みそしる す　　　　じる みそしる みそしる

御飯 御飯 御飯 御飯 パン
ごはん

食塩:2.7g   

ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん ししつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょくえん

脂質  :2.0g   食塩:2.8g   脂質  :10.0g   食塩:3.7g   脂質  :6.2g   食塩:3.2g   脂質  :13.1g   

10 11 12 13 14 15

　　　　　　ぶし

ブロッコリーサラダ（朝） ちくわの和え物 小松菜のお浸し 大根の煮物
　　　　　　　ぶし うめ 　　　つくだに

　　　　　　　　　　　　　にもの とうふ　　　やさい　　　いた　もの あつあ　　　　　みそに ごもく　　い　　たまご

味噌汁 味噌汁 清まし汁 清まし汁

7 8

みそしる みそしる す　　　　じる す　　　　　じる

御飯 御飯 御飯 御飯

土 日

2018年9月　月間献立　朝

月 火 水 木 金 土 日

9
ごはん ごはん ごはん ごはん

3 4 5 6




