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ｴﾈﾙｷﾞｰ 1618kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1628kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1521kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1637kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1484kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1559kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1668kcal
蛋白質 65.6ｇ 蛋白質 59.2ｇ 蛋白質 62.6ｇ 蛋白質 63.1ｇ 蛋白質 57.8ｇ 蛋白質 57.3ｇ 蛋白質 61.9ｇ
脂質 46.8ｇ 脂質 51.5ｇ 脂質 28.3ｇ 脂質 52.8ｇ 脂質 35.5ｇ 脂質 41.6ｇ 脂質 49.6ｇ
炭水化物 246.2ｇ 炭水化物 240.9ｇ 炭水化物 264.7ｇ 炭水化物 237ｇ 炭水化物 245ｇ 炭水化物 247.8ｇ 炭水化物 254.6ｇ
食塩 7.9ｇ 食塩 7ｇ 食塩 6.4ｇ 食塩 7.3ｇ 食塩 6.1ｇ 食塩 6.5ｇ 食塩 7.7ｇ

おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1682kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1575kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1613kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1574kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1516kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1640kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1464kcal
蛋白質 57.4ｇ 蛋白質 60.5ｇ 蛋白質 58.6ｇ 蛋白質 61.6ｇ 蛋白質 65.1ｇ 蛋白質 57.7ｇ 蛋白質 55.8ｇ
脂質 58.4ｇ 脂質 36.2ｇ 脂質 45.3ｇ 脂質 53.3ｇ 脂質 42.7ｇ 脂質 49.2ｇ 脂質 35.4ｇ
炭水化物 244.6ｇ 炭水化物 263ｇ 炭水化物 254ｇ 炭水化物 220.4ｇ 炭水化物 232.5ｇ 炭水化物 250.8ｇ 炭水化物 239.3ｇ
食塩 6.4ｇ 食塩 8.7ｇ 食塩 7.2ｇ 食塩 7.7ｇ 食塩 7.2ｇ 食塩 7.7ｇ 食塩 7.5ｇ

令和04年08月07日(日)
御飯 食パン 御飯 御飯 御飯

高野豆腐の含め煮

令和04年08月01日(月) 令和04年08月02日(火) 令和04年08月03日(水) 令和04年08月04日(木) 令和04年08月05日(金) 令和04年08月06日(土)

野菜炒め 五目がんもの煮物 冷奴 ミートボール がんもと冬瓜の炒め物 じゃが芋のそぼろがけ
御飯 御飯

ふりかけ(のりたま) のり佃煮
温泉卵 しろ菜の和え物 ソーセージとピーマンの炒め煮 カリフラワーサラダ オクラのお浸し ほうれん草のお浸し

みそ汁（かぼちゃ・ねぎ） コーンスープ みそ汁（さつま芋・しめじ） みそ汁（椎茸・油揚げ）

青菜としらすの和え物
のり佃煮 ふりかけ(かつお) たいみそ あんずジャム ふりかけ(かつお)

みそ汁（じゃが芋・なめこ）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
みそ汁（冬瓜・玉葱） みそ汁（じゃが芋・ほうれん草）

かれいの揚げおろし煮 焼き肉
＜お朔日膳＞ 御飯 御飯 ひじき御飯 御飯 御飯

いんげんのサラダ 里芋の煮物 水菜のサラダ 豚肉とピーマンのみそ炒め

御飯
赤飯 ぶりのバター醤油蒸し 鶏肉のピカタ さばの塩麹焼き 麻婆豆腐

さつま芋の煮物
ほうれん草の白和え フルーツ(バナナ) みかんヨーグルト フルーツ缶（マンゴー） フルーツ缶(洋梨) フルーツ缶(カクテル) レモンゼリー
天ぷら盛り合わせ えびと冬瓜の煮物

茶碗蒸し みそ汁（水菜・なめこ） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（白菜・赤ピーマン） お吸物（豆腐・みつ葉） 中華スープ（小松菜・春雨） お吸物（小花麩・水菜）

チョコレートケーキ
紅茶

みそ汁（えのき・大根葉）

お吸物（そうめん・豆苗）

鶏肉のパン粉焼き さばの味噌煮
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

切干大根の炒め煮 ブロッコリーの炒め物 かぶの煮物 ラタトゥイユ

御飯
擬製豆腐 豚肉の生姜焼き たらのごまだれがらめ 豚肉のしぐれ煮 あじの照りだれ焼き

レバーとごぼうの炒め物
白菜のドレッシングがけ 畑菜オクラのお浸し キャベツのゆかり和え しろなのみぞれ和え 野菜の甘酢漬け 二色和え オクラのおかか和え
ひじきの煮物 なすの味噌田楽

令和04年08月13日(土) 令和04年08月14日(日)

みそ汁（大根葉・里芋） お吸物（とろろ昆布・蒲鉾） みそ汁（小松菜・うず巻き麩） みそ汁（春菊・えのき） みそ汁（玉葱・おつゆ麩） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（卵・玉葱）

御飯 御飯 黒糖食パン 御飯 御飯

お吸物（とろろ昆布・かぶ葉）

令和04年08月09日(火) 令和04年08月10日(水) 令和04年08月11日(木) 令和04年08月12日(金)
御飯

青菜のお浸し ほうれん草のピーナッツ和え
さつま揚げと里芋の煮物 カニカマ卵とじ 炒り豆腐 野菜のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め 納豆 ちくわの甘辛炒め
御飯

うめびしお マーガリン ふりかけ(のりたま) たいみそ

えびと大根の煮物
カリフラワーのマヨネーズがけ ほうれん草のなめたけ和え 青菜のお浸し キャベツとツナのサラダ 大根の豚そぼろ炒り煮

ふりかけ（さけ）
みそ汁（うず巻き麩・春菊） みそ汁（かぶ・豆苗） みそ汁（きぬさや・白玉麩） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（玉ねぎ・人参） みそ汁（しろ菜・もやし） みそ汁（オクラ・油揚げ） みそ汁（春菊・おつゆ麩）
ふりかけ(さけ) ふりかけ(しそ)

豆ご飯 御飯
牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 牛乳 牛乳

八宝菜 ミートローフ 焼きそば 鶏のから揚げ

牛乳
御飯 御飯 御飯 御飯 ＜夏祭り御膳＞

豚肉の梅みそ焼き
冬瓜の中華和え ハムサラダ チャプチェ風 ほうれん草の和え物 焼き鶏（タレ） ポテトサラダ もやしと人参の炒め物
お好み焼き風たまご焼き シーフードカレー

お吸物（白玉麩・大根葉） お吸物（はんぺん・かぶ葉）
フルーツ缶(白桃) りんごヨーグルト フルーツ缶(白桃) フルーツヨーグルト トマトのサラダ フルーツ缶（マンゴー）

クレープ 炭酸まんじゅう ライチゼリー フルーチェいちご

フルーツ缶(カクテル)
みそ汁（白玉麩・みつ葉） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（冬瓜・しめじ） 中華スープ（長葱・しいたけ） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（ハム・なす） 杏仁豆腐ﾏﾝｺﾞｰｿｰｽ

やわらかおかき(きなこ)
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯
抹茶ワッフル オレンジゼリー

あんかけビーフン なすの揚げ浸し
豚肉のオイスター炒め 鶏肉のハニーマスタードソース 千草焼き ぶりの生姜煮 たらのきのこ蒸し 白身魚のレモン蒸し

青梗菜のお浸し ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの和え物 野菜サラダ 青梗菜としらすの和え物

赤魚の照り煮
豆腐しゅうまい ごぼうの甘辛炒め かぼちゃのそぼろあん もやしの炒め物 ほうれん草のバターソテー

かぼちゃサラダ
中華スープ（チンゲン菜・春雨） みそ汁（小松菜・玉葱） みそ汁（じゃが芋・みつ葉） みそ汁（しめじ・ねぎ） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（きぬさや・じゃが芋） みそ汁（里芋・ねぎ） みそ汁（いんげん・玉葱）
白菜のナムル オクラのポン酢和え
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8月の予定献立表　　

朝

令和04年08月08日(月)

夕

ピーチゼリーバニラババロアフルーチェぶどう吹雪饅頭抹茶ゼリー マンゴープリン
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ｴﾈﾙｷﾞｰ 1564kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1569kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1499kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1558kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1520kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1608kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1522kcal
蛋白質 58.6ｇ 蛋白質 62.4ｇ 蛋白質 54.2ｇ 蛋白質 54.6ｇ 蛋白質 55ｇ 蛋白質 60.8ｇ 蛋白質 61.7ｇ
脂質 37.5ｇ 脂質 45.7ｇ 脂質 34.6ｇ 脂質 53ｇ 脂質 41ｇ 脂質 50.9ｇ 脂質 33.7ｇ
炭水化物 257.4ｇ 炭水化物 236.8ｇ 炭水化物 250.3ｇ 炭水化物 224.9ｇ 炭水化物 241.2ｇ 炭水化物 237.7ｇ 炭水化物 252.8ｇ
食塩 7.1ｇ 食塩 5.9ｇ 食塩 6.8ｇ 食塩 7.5ｇ 食塩 6.9ｇ 食塩 5.5ｇ 食塩 6.2ｇ

おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1652kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1535kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1584kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1561kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1577kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1666kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1725kcal
蛋白質 51.1ｇ 蛋白質 50.4ｇ 蛋白質 54.7ｇ 蛋白質 62.1ｇ 蛋白質 53.5ｇ 蛋白質 60.4ｇ 蛋白質 50ｇ
脂質 52.3ｇ 脂質 28ｇ 脂質 42.9ｇ 脂質 57ｇ 脂質 45ｇ 脂質 51.9ｇ 脂質 61ｇ
炭水化物 250.9ｇ 炭水化物 275.9ｇ 炭水化物 258.1ｇ 炭水化物 209.7ｇ 炭水化物 249.3ｇ 炭水化物 249.2ｇ 炭水化物 248.3ｇ
食塩 7.5ｇ 食塩 6.1ｇ 食塩 6.6ｇ 食塩 6.7ｇ 食塩 8.2ｇ 食塩 5.6ｇ 食塩 6.6ｇ

  ＜えらべるおやつ＞
    マスカットゼリー
    カステラ

令和04年08月16日(火) 令和04年08月17日(水) 令和04年08月18日(木) 令和04年08月19日(金) 令和04年08月20日(土) 令和04年08月21日(日)

豆腐とかにかまの炒め物 厚揚げの煮物
御飯 御飯 御飯 食パン 御飯 御飯

キャベツのお浸し ブロッコリーサラダ ｵｸﾗのなめたけ和え ほうれん草の和え物

御飯
豆腐のそぼろがけ 五目がんもの煮物 野菜つみれの炊き合わせ じゃが芋とツナの炒め物 だし巻き卵

温泉卵
ふりかけ(のりたま) のり佃煮 ふりかけ(かつお) りんごジャム うめびしお ふりかけ（さけ） たいみそ
ほうれん草のかにかま和え 白菜のゆかり和え

牛乳 牛乳
みそ汁（冬瓜・みつ葉） みそ汁（いんげん・玉葱） みそ汁（大根葉・冬瓜） ポタージュスープ みそ汁（春菊・白玉麩） みそ汁（玉葱・人参）

御飯 豚丼 ミートソースパスタ 御飯

みそ汁（ほうれん草・おつゆ麩）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ジョア
御飯

あじの竜田揚げ 鶏肉のチーズ焼き たらの南蛮漬け しろなの煮浸し コールスローサラダ さけのタルタルソース焼き 鶏肉の塩麹焼き
御飯 御飯

フルーツ(オレンジ) フルーツ缶（洋梨）
かぶの煮物 春菊のごま和え ぜんまいの煮付け 季節の果物（巨峰） フルーツ缶（みかん） カリフラワーの甘酢漬け

みそ汁（かぶ葉・おつゆ麩） お吸物（小花麩・小松菜）

マカロニサラダ
フルーツ缶(みかん） フルーツ(メロン） フルーツ缶（パイン） みそ汁（いんげん・えのき） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（きぬさや・じゃが芋）

お吸物（小花麩・みつ葉）お吸物（小花麩・青菜） お吸物（てまり麩・きぬさや）

豚肉のにんにく醤油炒め 白身魚のみりん焼き
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

レバーとれんこんの旨煮

御飯

肉しゅうまい かぶのポトフ なすの含め煮 切干大根の炒め煮

御飯
ほたて入り卵焼き ぶりの味噌焼き かに玉 白身魚のナッツ焼き 鶏肉のゆず醤油ソース
れんこんきんぴら 冬瓜とツナのくず煮

みそ汁（かぼちゃ・ねぎ） お吸物（小松菜・もやし） 中華スープ（しめじ・春雨） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（もやし・コーン）

しろなの和え物 マカロニのさっぱりサラダ 青梗菜のナムル 白菜サラダ

令和04年08月28日(日)

浅漬け（きゅうり）
みそ汁（里芋・油揚げ） みそ汁（大根葉・かぼちゃ） みそ汁（かぶ葉・かぶ）
菜の花のごま和え 青梗菜のお浸し

御飯 御飯 マーブル食パン 御飯 御飯
令和04年08月23日(火) 令和04年08月24日(水) 令和04年08月25日(木) 令和04年08月26日(金) 令和04年08月27日(土)

＜みんなの日曜日＞

大根とさつま揚げの炒め煮 松風焼き
卵とじ 野菜炒め 肉詰めいなりの煮物 スクランブルエッグ 厚焼き卵 納豆
御飯

雑炊
しろ菜の和え物 ほうれん草のお浸し 青菜の和え物 キャベツの香味サラダ 白菜のおかか和え

みそ汁（春菊・白玉麩） 牛乳
ふりかけ(かつお) えびみそ ふりかけ(のりたま) ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（しめじ・人参） のり佃煮 ふりかけ（さけ）

牛乳 牛乳 牛乳

春菊の和え物
みそ汁（かぼちゃ・豆苗） みそ汁（白玉麩・いんげん） みそ汁（水菜・なめこ） 牛乳 みそ汁（冬瓜・みつ葉）

御飯 御飯 ＜郷土料理・山口＞ 御飯 冷やし山菜うどん 御飯 ＜みんなの日曜日＞
牛乳 ジョア

なすとピーマンの炒め物 コロッケ
ｶﾆｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ・ﾒﾝﾁｶﾂ 白身魚の野菜あんかけ わかめごはん 青椒肉絲 肉じゃが 鶏肉のコーンマヨネーズ焼き

ちしゃなます フルーツ缶（みかん） フルーツヨーグルト

ココイチ特製カレー
ブロッコリーサラダ さつま芋のりんご煮 けんちょう 青梗菜のナムル フルーツ缶(カクテル）

福神漬け
ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（水菜・ベーコン） お吸物(冬瓜・青菜) フルーツ缶(白桃) 中華スープ（豆腐・大根葉） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（卵・玉葱） 野菜ジュース
フルーツ（キウイ・黄桃缶） フルーツ缶(カクテル）

黒糖ゼリー やわらかおかき(のり塩)
お吸物(かぶ・みつ葉)

御飯 御飯 御飯 御飯
フルーチェりんご スイスロール(モカ) わらび餅 ほうじ茶プリン 芋ようかん

＜みんなの日曜日＞
煮込みハンバーグ ポークステーキ ベーコンのキッシュ さばの塩レモン焼き ポークチャップ かれいの山椒焼き 天津飯
御飯 御飯

棒棒鶏
なすとピーマンのソテー 大根とさつま揚げの煮物 あさりとブロッコリーの炒め物 ちくわと里芋の煮物 カリフラワーソテー 鶏肉とごぼうの旨煮

みそ汁（きぬさや・うず巻き麩） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（黄ピーマン・もやし） みそ汁（じゃが芋・小松菜）

海鮮焼売
大根サラダ キャベツのおかか和え 春雨サラダ キャベツの香味和え 野菜サラダ しろなとえのきの和え物

フルーツｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（菜の花・冬瓜） みそ汁（里芋・ねぎ） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（白菜・黄ピーマン）

朝
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夕

令和04年08月15日(月)

令和04年08月22日(月)
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価

どら焼き プリン 練りきり マドレーヌ コーヒーゼリー 黒糖饅頭

昼
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おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1555kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1607kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1542kcal
蛋白質 61.3ｇ 蛋白質 54.9ｇ 蛋白質 62.9ｇ
脂質 45.8ｇ 脂質 49.4ｇ 脂質 42.7ｇ
炭水化物 236.5ｇ 炭水化物 245.2ｇ 炭水化物 234.3ｇ
食塩 6.9ｇ 食塩 8.7ｇ 食塩 7.5ｇ

御飯 御飯 御飯
令和04年08月29日(月) 令和04年08月30日(火) 令和04年08月31日(水)

ほうれん草の和え物 いんげんのごまﾏﾖ和え 青菜としらすのお浸し
厚揚げとかぶの煮物 炒り豆腐 卵とじ

みそ汁（しろ菜・おつゆ麩） みそ汁（菜の花・玉葱） みそ汁（白玉麩・きぬさや）

えびみそ ふりかけ(のりたま) うめびしお

御飯 ちらし寿司 御飯
牛乳 牛乳 牛乳

きゅうりのしらす和え フルーツ缶（洋梨） カリフラワーの甘酢漬け
豚肉と野菜の照り煮 揚げ出し豆腐 あじの香味蒸し

お吸物（そうめん・蒲鉾） みそ汁（キャベツ・えのき）

フルーツ缶(黄桃) みそ汁（豆苗・うず巻き麩） フルーツ缶(みかん)

御飯 御飯 御飯
フルーチェみかん 杏仁豆腐 焼きドーナツ

レバーとごぼうの炒り煮 じゃが芋のポトフ もやしのソテー
ほきのチーズ焼き 鶏肉のオニオンソースがけ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾄﾏﾄｿｰｽかけ

みそ汁（青梗菜・油揚げ） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（かぶ葉・コーン） みそ汁（小松菜・しめじ）
なすのポン酢和え フレンチサラダ ブロッコリーサラダ

朝

昼

夕

栄

養

価

８月になりました。暑い毎日が続いています。
皆様、夏バテしていないでしょうか。

今回は夏バテを防ぐ、生活習慣について
紹介したいと思います。

①小まめに水分補給をする。
②温度や体の冷やしすぎに注意をする。
③睡眠をしっかりとる。
④１日３食、いつも以上に栄養バランスを心がける。

（積極的に摂りたい栄養素）
たんぱく質・・・夏はたんぱく質を消耗しやすいため補給が大切！
ビタミンB1・・・糖質をエネルギーに変えて疲れにくくする。

豚肉・ウナギに多く含まれています！
アリシン・・・ビタミンB1の吸収を高めてくれます！

ニンニク、ニラ、ねぎ、玉ねぎなどに多く含まれています！
ビタミンC・・・暑さによるストレスで消費されやすく、不足すると

疲れやすくなったり、風邪をひきやすくなります💦

夏も元気に過ごしたいですよね。
まずは、この生活習慣を意識して過ごしてみて下さいね。

～栄養士の独り言～


