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ｴﾈﾙｷﾞｰ 1613kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1613kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1570kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1531kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1544kcal
蛋白質 68.7ｇ 蛋白質 62.6ｇ 蛋白質 57.6ｇ 蛋白質 58ｇ 蛋白質 56.9ｇ
脂質 46ｇ 脂質 57.7ｇ 脂質 40.9ｇ 脂質 47ｇ 脂質 45.7ｇ
炭水化物 242.7ｇ 炭水化物 221.3ｇ 炭水化物 248.7ｇ 炭水化物 228.7ｇ 炭水化物 237.1ｇ
食塩 8.2ｇ 食塩 7.9ｇ 食塩 7.2ｇ 食塩 6.6ｇ 食塩 6.7ｇ

おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1593kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1543kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1592kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1576kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1595kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1655kcal
蛋白質 58.2ｇ 蛋白質 59.1ｇ 蛋白質 60.7ｇ 蛋白質 57.9ｇ 蛋白質 56.5ｇ 蛋白質 53.1ｇ 蛋白質 60.6ｇ
脂質 41.9ｇ 脂質 46.7ｇ 脂質 36.7ｇ 脂質 55.2ｇ 脂質 37.1ｇ 脂質 46.9ｇ 脂質 51.8ｇ
炭水化物 257.8ｇ 炭水化物 244.9ｇ 炭水化物 251.8ｇ 炭水化物 225.3ｇ 炭水化物 266.5ｇ 炭水化物 249.3ｇ 炭水化物 245.3ｇ
食塩 8.5ｇ 食塩 7.3ｇ 食塩 8.7ｇ 食塩 6.6ｇ 食塩 7.4ｇ 食塩 6.5ｇ 食塩 7.1ｇ

みそ汁（椎茸・春菊）みそ汁（きぬさや・油揚げ） 中華スープ（もやし・にら） みそ汁（なす・はんぺん） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（卵・きぬさや） 中華スープ（ワカめ・もやし） お吸物（小松菜・小花麩）

なすの煮浸し
ほうれん草のくるみ和え キャベツとハムの和え物 いんげんのピーナッツ和え フレンチサラダ ハムと白菜のナムル 大根サラダ 春雨サラダ
じゃが芋の中華煮 里芋のそぼろがけ 肉じゃが 青梗菜のソテー あんかけビーフン かぼちゃの甘煮

御飯
和風卵焼き かれいの香味蒸し さわらの山椒煮 チキンステーキ かに玉 豚肉の味噌炒め 鶏肉のマヨネーズ焼き
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯
ロールケーキ ヨーグルトゼリー 抹茶プリン 水まんじゅう いちごプリン ソフトクレープ やわらかおかき

お吸物（たけのこ・みつ葉）

フルーツ缶(カクテル)
お吸物（小花麩・菜の花） フルーツゼリー みそ汁（小松菜・えのき） みそ汁（菜の花・うず巻き麩） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（畑菜・コーン） お吸物（豆苗・白玉麩）
フルーツ缶（洋梨） みそ汁（しろ菜・白玉麩） ｷｬﾍﾞﾂとえびのくず煮 フルーツ(バナナ) フルーツ缶(マンゴー) フルーツ缶(黄桃)

めぬけの煮付け
きゅうりのしらす和え フルーツ(オレンジ) 鶏肉の梅おろしがけ いんげんの炒め煮 ごぼうサラダ フレンチサラダ れんこんきんぴら
若鶏山賊揚げ 花野菜マリネ 枝豆ご飯 白身魚の香り揚げ 鶏肉の蒲焼 白身魚のタルタルソース

牛乳
御飯 豚丼 ＜入梅御膳＞ 御飯 御飯 御飯 御飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ヤクルト

のり佃煮
みそ汁（小松菜・えのき） みそ汁（はんぺん・水菜） みそ汁（しめじ・おつゆ麩） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（しめじ・人参） みそ汁（青菜・えのき） みそ汁（青梗菜・椎茸） みそ汁（さつまいも・ねぎ）

ふりかけ(しそ) たいみそ ふりかけ(カツオ) いちごジャム うめびしお ふりかけ(たらこ)

絹さやの卵とじ
青梗菜のお浸し 大根のマヨネーズがけ ほうれん草とツナの和え物 ブロッコリーサラダ オクラのお浸し ベーコンといんげんの炒め物 白菜のゆかり和え
豆腐のそぼろがけ 厚揚げの治部煮 さつま揚げとピーマンの炒め煮 ｳｲﾝﾅｰと白菜のｸﾘｰﾑ煮 里芋のそぼろ煮 納豆

令和04年06月12日(日)

御飯 御飯 御飯 バターロール 御飯 御飯 御飯
令和04年06月06日(月) 令和04年06月07日(火) 令和04年06月08日(水) 令和04年06月09日(木) 令和04年06月10日(金) 令和04年06月11日(土)

青菜の和風和え キャベツのごまマヨ和え 野菜サラダ もやしのサラダ フレンチサラダ
みそ汁（冬瓜・ねぎ） みそ汁（里芋・大根葉） お吸物（とろろ昆布・蒲鉾） みそ汁（白玉麩・ねぎ） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（ベーコン・白菜）

切干大根の炒め煮 ひじきの煮物 れんこんきんぴら 大根のかにあんかけ

御飯
鶏肉の柚子こしょうソース 白身魚のポン酢かけ 豚肉の葱塩炒め

青梗菜のソテー

紅茶

たらのマスタード焼き ほきのムニエル
御飯 御飯 御飯 御飯

レアチーズムース チョコレートババロア 酒饅頭

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（ほうれん草・しめじ） お吸物（豆腐・大根葉）
お吸物（水菜・てまり麩）

キャラメルケーキ
フルーチェみかん

人参の白和え 中華スープ（しろ菜・ワンタン） フルーツ（キウイ） フルーツ(バナナ) フルーツ缶(白桃)
茶碗蒸し みそ汁（白玉麩・かぶ葉）

フルーツ缶(パイン) かぶのそぼろ煮 もやしのカレーソテー

御飯
赤飯 ほうれん草の和え物 さばのレモンだれ

なすの含め煮

牛乳 ジョア 牛乳 牛乳

鶏肉のケチャップ焼き 豚肉のごま味噌炒め
ジャージャー麵 御飯 御飯

コーンスープ みそ汁（しろ菜・うず巻き麩） みそ汁（春菊・揚げ）

しろなとさつま揚げの煮浸し

のり佃煮 りんごジャム えびみそ
みそ汁（いんげん・椎茸）

ふりかけ（さけ） 梅干し
チンゲン菜とチキンのサラダ ツナとブロッコリーのサラダ 白菜と青梗菜のお浸し ｶﾘﾌﾗﾜｰのドレッシング和え

御飯
スクランブルエッグ ウィンナーとかぶのポトフ がんもの煮物 だし巻卵 冷奴

令和04年06月02日(木) 令和04年06月03日(金) 令和04年06月04日(土) 令和04年06月05日(日)

昼

御飯 食パン 御飯 御飯
令和04年06月01日(水)

お

や

つ

夕

栄

養

価

朝

昼

みそ汁（えのき・きぬさや）

牛乳
＜お朔日膳＞

天ぷら盛り合わせ

夕

栄

養

価

６月の予定献立表　　

朝
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おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1513kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1650kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1629kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1595kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1556kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1549kcal
蛋白質 59.5ｇ 蛋白質 58.7ｇ 蛋白質 61.2ｇ 蛋白質 62.6ｇ 蛋白質 59.6ｇ 蛋白質 61.6ｇ 蛋白質 52.6ｇ
脂質 34.3ｇ 脂質 49ｇ 脂質 43.4ｇ 脂質 38.9ｇ 脂質 48.4ｇ 脂質 37.9ｇ 脂質 44.6ｇ
炭水化物 251.8ｇ 炭水化物 250.2ｇ 炭水化物 256.3ｇ 炭水化物 261.6ｇ 炭水化物 241.1ｇ 炭水化物 248.9ｇ 炭水化物 248.4ｇ
食塩 7.7ｇ 食塩 8.5ｇ 食塩 7.9ｇ 食塩 8.4ｇ 食塩 7.4ｇ 食塩 8.1ｇ 食塩 7ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1552kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1619kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1570kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1562kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1533kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1673kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1589kcal
蛋白質 63.4ｇ 蛋白質 54.5ｇ 蛋白質 60.2ｇ 蛋白質 53.6ｇ 蛋白質 56.4ｇ 蛋白質 57.5ｇ 蛋白質 58.4ｇ
脂質 38.4ｇ 脂質 45.3ｇ 脂質 39.7ｇ 脂質 59.6ｇ 脂質 43.2ｇ 脂質 48.7ｇ 脂質 42.4ｇ
炭水化物 248.1ｇ 炭水化物 257.1ｇ 炭水化物 252.8ｇ 炭水化物 212.5ｇ 炭水化物 239.6ｇ 炭水化物 264.3ｇ 炭水化物 255.2ｇ
食塩 7.3ｇ 食塩 7.6ｇ 食塩 7.3ｇ 食塩 6.7ｇ 食塩 7.6ｇ 食塩 8.3ｇ 食塩 7.8ｇ

　オレンジゼリー

みそ汁（小松菜・玉葱）みそ汁（玉葱・おつゆ麩） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（卵・にら） お吸物（とろろ昆布・かぶ葉） 中華スープ（しめじ・春雨） みそ汁（しめじ・ねぎ） みそ汁（じゃが芋・みつ葉）

ごぼうの甘辛炒め
野菜の甘酢漬け 二色和え オクラのおかか和え 白菜のナムル 畑菜の和え物 青梗菜のお浸し オクラのポン酢和え
かぶの煮物 ラタトゥイユ

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（ベーコン・小松菜）

＜えらべるおやつ＞
中華スープ（にら・かぶ葉） お吸物（そうめん・大根葉）

ピーチゼリー マドレーヌ
・ストロベリーケーキ
・きなこプリン

みそ汁（えのき・大根葉） お吸物（菜の花・人参）

レバーとごぼうの炒め物 豆腐しゅうまい もやしの炒め物 高野豆腐の煮物
さばの味噌煮 豚肉のオイスター炒め ぶりの生姜煮

御飯
千草焼き 鶏肉のハニーマスタードソース

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯
あじの照りだれ焼き 鶏肉のパン粉焼き

御飯

かぼちゃサラダ
フルーツ(メロン) お吸物（もずく・みつ葉） フルーツ(オレンジ) フルーツ(メロン) フルーツ（キウイ） フルーツ缶(りんご) フルーツ缶(白桃)
青菜のサラダ フルーツ缶（パイン） 春雨の中華和え ほうれん草のごま和え

豚肉のポン酢炒め 白身魚の葱醤油焼き 焼き肉 コロッケとフライの盛り合わせ 白身魚のレモン蒸し
御飯 ちらし寿司 御飯 御飯

みそ汁（おつゆ麩・しめじ）

牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 牛乳
御飯

牛乳 牛乳
みそ汁（椎茸・油揚げ） みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ・しめじ） みそ汁（里芋・なめこ） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（玉ねぎ・人参） みそ汁（かぶ・豆苗） みそ汁（玉葱・白玉麩）

青菜のお浸し
ふりかけ(のりたま) えびみそ ふりかけ(しそ) マーガリン のり佃煮 うめびしお ふりかけ(かつお)
ほうれん草のお浸し 白菜のお浸し

令和04年06月20日(月)

青菜としらすの和え物 カリフラワーのマヨネーズがけ ほうれん草としめじのお浸し キャベツとツナのサラダ

御飯
じゃが芋のそぼろがけ がんもと冬瓜の炒め物 豆腐の含め煮 オムレツ 炒り豆腐 えびと冬瓜の煮物
御飯 御飯 御飯 黒糖ロール 御飯 御飯

さつま揚げと里芋の煮物

令和04年06月21日(火) 令和04年06月22日(水) 令和04年06月23日(木) 令和04年06月24日(金) 令和04年06月25日(土)

しろなのみぞれ和え
みそ汁（春菊・えのき）

令和04年06月26日(日)

お吸物（そうめん・ねぎ） 中華スープ（しろ菜・春雨） みそ汁（かぶ・なめこ） みそ汁（大根葉・里芋） お吸物（とろろ昆布・ねぎ） みそ汁（小松菜・揚げ）
青菜のおかか和え オクラの生姜醤油和え 青梗菜のゆず風味和え 白菜のドレッシングがけ 畑菜のお浸し キャベツのゆかり和え

牛肉のしぐれ煮
冬瓜のくず煮 れんこんの甘辛炒め 切干大根の煮物 ひじきの五目煮 なすの味噌田楽 しろなの煮浸し ブロッコリーの炒め物
肉豆腐 さばの香味焼き 白身魚の照り焼き 擬製豆腐 豚肉の生姜焼き たらのごまだれがらめ

黒糖ゼリー
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯
ピーチムース カステラ プリン 手作り水ようかん マンゴープリン 抹茶ワッフル

フルーツ缶（マンゴー）
みそ汁（なめこ・菜の花） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（コーン・アスパラ） みそ汁（ほうれん草・なめこ） お吸物（小花麩・青菜） お吸物（豆腐・みつ葉）
フルーツ缶(みかん) フルーツ(メロン) ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（冬瓜・大根葉） フルーツ缶(黄桃) フルーツ缶(みかん）

かれいの塩麹焼き
ちくわと玉葱のソテー もやしのソテー フルーツ(バナナ) えびと冬瓜の煮物 フルーツヨーグルト かぶの煮物 里芋の煮物
赤魚の生姜煮 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾄﾏﾄｿｰｽかけ コールスローサラダ ぶりのバター醤油蒸し 大根の酢の物 あじの竜田揚げ

牛乳
御飯 御飯 ポークカレー 御飯 かき揚げそば 御飯 御飯
牛乳 牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 牛乳

うめびしお
みそ汁（畑菜・きぬさや） みそ汁（白玉麩・水菜） みそ汁（さつまいも・ねぎ） ポタージュスープ みそ汁（じゃが芋・豆苗） みそ汁（かぼちゃ・ねぎ） みそ汁（かぶ葉・白玉麩）
えびみそ ふりかけ(さけ) ふりかけ(さけ) あんずジャム ふりかけ(かつお) たいみそ

御飯
野菜炒め

長芋とろろ ほうれん草のしらす和え 畑菜のお浸し カリフラワーサラダ しろ菜の和え物 ちくわと青梗菜の炒め物 冷奴
とりつくね ねぎあんかけ卵焼き 大根と厚揚げの煮物 ミートボール 卵とじ 五目がんもの煮物

御飯 御飯 食パン 御飯 御飯
令和04年06月19日(日)

御飯
令和04年06月13日(月) 令和04年06月14日(火) 令和04年06月15日(水) 令和04年06月16日(木) 令和04年06月17日(金) 令和04年06月18日(土)

朝

昼

夕

栄

養

価

朝

昼

お
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栄

養

価

御飯 御飯
お好み焼き風たまご焼き 大根のそぼろあんかけ

さつま芋のりんご煮 なすとピーマンの炒め物

お吸物（そうめん・大根葉）

バニラババロア きなこおはぎ ほうじ茶プリン

夕
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おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1578kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1575kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1500kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1600kcal
蛋白質 66.1ｇ 蛋白質 58ｇ 蛋白質 56.7ｇ 蛋白質 49.6ｇ
脂質 46.9ｇ 脂質 47.2ｇ 脂質 40.8ｇ 脂質 47.6ｇ
炭水化物 236ｇ 炭水化物 241.3ｇ 炭水化物 232.2ｇ 炭水化物 249.2ｇ
食塩 9.4ｇ 食塩 6.3ｇ 食塩 8ｇ 食塩 7.9ｇ

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（ハム・じゃが芋） みそ汁（里芋・ねぎ） みそ汁（水菜・玉葱） みそ汁（かぼちゃ・ねぎ）

ほうれん草のバターソテー 青梗菜の和え物 なすの揚げ浸し れんこんきんぴら
野菜サラダ きんとき豆 浅漬け（きゅうり・大根） しろなの和え物

御飯 御飯 御飯
たらのきのこ蒸し 鶏肉の玉葱ソース かれいの照り煮 卵焼き甘酢あんかけ
御飯

お吸い物(花麩・みつば)
フルーチェぶどう 和風パンケーキ いちごムース おやつ（ライチゼリー）

中華スープ（小松菜・えのき） お吸物（はんぺん・かぶ葉） 水無月風牛乳寒天
フルーツ缶(みかん) フルーツ缶(洋梨)

きんぴらごぼう 麻婆豆腐 豚肉の梅みそ焼き 御飯

フルーツ缶(カクテル) 春雨サラダ
もやしのごま醤油和え 冬瓜の中華和え もやしと人参の炒め物 にしんと茄子の炊き合わせ

肉うどん 御飯 御飯 ＜郷土料理・京都＞
牛乳 牛乳

ふりかけ(たらこ) たいみそ えびみそ ブルーベリージャム

牛乳 ジョア
みそ汁（しろ菜・もやし） みそ汁（オクラ・油揚げ） みそ汁（春菊・白玉麩） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（小松菜・玉葱）

食パン

厚揚げと大根の炒り煮 冷奴 ほうれん草のかにかま和え ブロッコリーサラダ
納豆 ちくわの甘辛炒め

令和04年06月27日(月) 令和04年06月28日(火) 令和04年06月29日(水) 令和04年06月30日(木)

豆腐のそぼろがけ ｳｨﾝﾅｰと野菜のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
御飯 御飯 御飯

昼

朝

夕

栄

養

価

～栄養士の独り言～
●入梅ってな～に？

【入梅】っていう意味をご存知ですか？

私は、知らなかったので今回調べてみました。

入梅：梅雨入りの日
とのことです。

雨が続くのはジメジメしていて嫌ですよね。

雨の日が続いても、水分はこまめに補給してくださいね。

梅雨の時期は、湿度が高いため汗が蒸発しにくく、

身体に熱がこもりやすくなっています。

そのため、気づかないうちに熱中症を引き起こしてしまうことがあります。

✨梅雨の時期からしっかりと熱中症の対策をとり、

元気に梅雨を乗り切りましょう✨


