
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日 5日
朝食 ケチャップ肉団子 レモンバジルチキン ウインナー チキンナゲット 調理パン等(セレクト)

グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト ごぼうサラダ グリーンサラダ
牛乳 牛乳 レタスサラダ 牛乳
ごはん・パン・チョコクリスピー ごはん・パン・コーンフレーク 牛乳 ごはん・パン・コーンフレーク

ジャム ジャム パン・コーンフレーク ジャム
味付きのり 納豆 ジャム 鮭フレーク
味噌汁 スープ スープ ココア
スープ 味噌汁 厚揚げといんげんの味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん お弁当 お弁当 ごはん ハヤシライス
白玉入りけんちん汁 かまぼこと三つ葉のすまし汁 厚切りポテトのハニーマスタード

鮭のホイル焼き なす豚炒り おかわりサラダ
グリーンサラダ ミモザサラダ コーヒー牛乳
はちみつレモンゼリー 牛乳

夕食 焼肉丼 冷やしうどん 鯛塩ラーメン 天津飯 ごはん
小龍包 シンプルサラダ 角煮入りちまき チャプチェ マカロニスープ
グリーンサラダ 鶏ごぼう炒め バンバンジー風サラダ グリーンサラダ チーズインハンバーグ(選べるソース)

フルーツ入りゼリー コーヒー牛乳 シークワーサーゼリー 牛乳 グリーンサラダ
おかわりスープ ライチゼリー

6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
朝食 アスパラベーコン巻き チーズ肉団子 ベーコンスクランブルエッグ チキンのオーブン焼き チキンハンバーグ ハムステーキ 調理パン等(セレクト)

ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ たまごサラダ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 グリーンサラダ
ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・チョコクリスピー ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク 牛乳
ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム ごはん・パン・コーンフレーク

鶏そぼろ 漬物 納豆 味付きのり しらす ジャム
スープ スープ スープ スープ スープ スープ
味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん たらこクリームスパゲティ・ 夏野菜カレー ごはん ごはん ごはん 上海焼きそば
白菜と豚肉の中華スープ 鶏肉と野菜のバジルグリル 骨付きガーリックチキン えのきの味噌汁 麻婆豆腐 キムチ鍋風スープ たまごスープ
えびカツ グリーンサラダ グリーンサラダ とんかつ(選べるソース) たこやき ぶりの塩焼き おかわりサラダ
タルタルソース ティラミス メロン 千切りキャベツサラダ グリーンサラダ スナップエンドウのサクサク醤油かけ 2色プチシュー
千切りキャベツサラダ コーヒー牛乳 フルーツ杏仁 切干大根の煮物
カットマンゴー

夕食 ごはん 手巻きちらし寿司 ごはん ごはん 冷やしうどん 豚丼 ごはん
じゃがいもの味噌汁 ノンフライチキン 大根の味噌汁 けんちん汁 エッグロール寿司 カリフラワーとハムのマリネ キャベツと豚肉の味噌汁
プルコギ風炒め 生ゆばのお吸い物 さばの味噌焼き 焼き肉(選べるたれ) 大根と枝豆のサラダ 厚切りポテトの明太マヨ 鮭のマヨチーズ焼き
グリーンサラダ グリーンサラダ ほうれん草と豚肉のおひたし グリーンサラダ 牛乳 牛乳 グリーンサラダ
シフォンケーキ生クリームのせ お祝いケーキ プリン 宇治抹茶わらび餅 ひじき炒り煮

13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日
朝食 レモンバジルチキン 照り焼きチキン 調理パン等(セレクト) ジャーマンポテト チキンのオーブン焼き 肉団子 調理パン等(セレクト)

ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ グリーンサラダ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク

ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム
とろろ 味付きのり 納豆 生卵 鮭フレーク
スープ スープ スープ スープ スープ
味噌汁 キャベツと揚げの味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん 稲庭風うどん ごはん メープルアーモンドツイスト 5色まぜごはん ごはん しょうゆラーメン･
なめことねぎの味噌汁 黒豚しゅうまい3個 味噌チゲ鍋風スープ ロールパン 精進汁 わかめと豆腐・ねぎの味噌汁(赤だし) 角煮入りちまき
鶏のからあげ サラダ菜きゅうりサラダ 白身魚のフライ(選べるソース) ポトフ さばの塩焼き こんがり骨付きチキン おかわりサラダ
千切りキャベツサラダ すいか 千切りキャベツサラダ マカロニグラタン ほうれん草と豚肉のごま和え 千切りキャベツサラダ フルーツ杏仁
りんごジュース 冷凍もも トマトサラダ ババロアシュー フルーツヨーグルト

牛乳
夕食 ロコモコ丼 ごはん ごはん カレーライス そうめん ごはん ごはん

ポテトサラダ さつまいもの味噌汁 厚揚げと小松菜の味噌汁 いかリング かきあげ 塩ちゃんこ鍋風スープ 肉豆腐
くし切りトマト 鶏肉の焼き鳥風 豚肉のにんにく醤油炒め グリーンサラダ サニーレタスサラダ 焼き肉(選べるたれ) にらまんじゅう
エクレア グリーンサラダ グリーンサラダ メロン エッグロール寿司 グリーンサラダ グリーンサラダ
おかわりスープ ゆでとうもろこし 牛乳 はちみつレモンカットゼリー バニラアイス

20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日
朝食 チキンハンバーグ 目玉焼き チキンのオーブン焼き アスパラベーコン巻き ケチャップ肉団子 チーズオムレツ 調理パン等(セレクト)

ゆでブロッコリー＆ミニトマト ウインナー グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ グリーンサラダ
牛乳 グリーンサラダ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん・パン・コーンフレーク 牛乳 ごはん・パン・チョコクリスピー ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク

ジャム ごはん・パン・コーンフレーク ジャム ジャム ジャム ジャム
選べる茶漬け ジャム 漬物 朝カレー 味付きのり 納豆
キャベツと揚げの味噌汁 スープ スープ 味噌汁 スープ スープ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 ごはん トマトの冷製パスタ ごはん オムライス(デミoｒトマト) ごはん ハヤシライス お弁当

白玉入りけんちん汁 ガーリック骨付きチキン 具だくさん汁 ノンフライチキン 豆腐と葱の味噌汁 ラティスポテト
ぶりの塩焼き グリーンサラダ ミルフィーユカツ(大葉) グリーンサラダ サーモンソテー シンプルサラダ
グリーンサラダ チーズケーキ れんこんのはさみ揚げ コーヒー牛乳 グリーンサラダ コーヒーゼリー
オレンジ 千切りキャベツサラダ 筑前煮

杏仁豆腐
夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん 冷やし中華 ごはん ごはん

鶏つみれ汁 豚汁 ジンジャースープ かぼちゃの味噌汁 黒豚焼売 塩ちゃんこ鍋風スープ 肉じゃが
なす豚炒り さんまの塩焼き 和風おろしハンバーグ トンテキ くし切りトマト 焼き肉(選べるたれ) 鶏つくね
グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ 焼きプリンタルト グリーンサラダ グリーンサラダ
牛乳 おかわりとろろ コーヒー牛乳 ヨーグルト 宇治抹茶わらび餅 牛乳

27日 28日 29日 30日 31日
朝食 照り焼きチキン ベーコンスクランブルエッグ レモンバジルチキン テリチキ ハムチーズピカタ

グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・チョコクリスピー ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク

ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム
選べる茶漬け 鮭フレーク とろろ 生卵 ココア
味噌汁 スープ スープ スープ キャベツと揚げの味噌汁

味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 夏野菜カレー やきそば 厚切りピザトースト 麦ご飯 スパゲティミートソース

プチウインナードッグ 小龍包 コーンスープ けんちん汁 クランチポテト
グリーンサラダ グリーンサラダ たまごサラダ さんま塩焼き グリーンサラダ
コーヒー牛乳 ナタデココ グリーンサラダ ほうれん草と豚肉のおひたし コーヒー牛乳

コーヒー牛乳 とろろ

夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
大根の味噌汁 ポトフ じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 酢豚 なめこと三つ葉の味噌汁
メンチカツ ハンバーグ(選べるソース) 牛肉と大根の煮物 大根とわかめのスープ 豚肉しょうが焼き
グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ
牛乳 牛乳 ポテト食べ放題 ビックプリン 納豆

グレープフルーツジュース

2020年 7月 月間献立表

メモ：天候により献立が変更になることがあります。ご了承ください。

7月は、とうもろこしやメロン、スイカなど、旬の果物や野菜を取り入れています。この時期にしか味わえない美味しさを楽しんでください。

7/7は総裁先生のご生誕日ということで、お祝いケーキを提供します。また、7/29には皆さんの大好きなフライドポテトの食べ放題を企画して

います。満足いくまで揚げたてのポテトを食べてください♪

これから暑さが増してくるので、そうめんや冷やしうどん等の冷たい麺も多く登場します。夏バテしないよう、バランス良くしっかり食べて、元

気に夏本番をむかえてください！


