
令和3年 ８月　[常　食]

１（日） ２（月） ３（火） ４（水） ５（木） ６（金） ７（土）

 （セルフ選択パン）  黒糖ロール  ご飯  コッペパン  ご飯  レーズンロール  ご飯

 コンソメスープ  クリームスープ  みそ汁（じゃが芋）  五目スープ  みそ汁（玉ねぎ）  じゃが芋のスープ  みそ汁（大根）

 牛乳  牛乳  いわしの鰹煮  牛乳  ひじきの煮物  牛乳  五目豆

 （セルフ選択）  （セルフ選択）  ビタミンゼリー  （セルフ選択）

 うめびしお  ふりかけ  ふりかけ

 ふりかけ  岩のり

 親子どんぶり  赤飯  ご飯  ご飯  やまかけうどん（冷）  ご飯  中華どんぶり

 いんげんのｺﾞﾏｱｴ  照焼きチキン  さけの塩焼き  鶏肉のマスタード焼き  五目豆腐のあんかけ  夏野菜のスペイン風オムレツ  はるさめのサラダ

 みそ汁（玉ねぎ）  オクラとなめこのおろし和え  ゴーヤチャンプル  三色和え  フルーツあんみつ  ゆできゃべつのサラダ  かき卵スープ

 ゼリー  卵豆腐汁  みそ汁（えりんぎ）  かき卵汁  コンソメスープ  ヤクルト元気ヨーグルト

 スイカ  ゼリー  ヨーグルト  プリン

 ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯

 さわらの白しょうゆ焼き  さばの味噌煮  牛すき風炒め  はまちの煮つけ  豚肉とナスのみそ炒め  カレイの梅煮  肉じゃが

 じゃが芋のそぼろ煮  梅風味マカロニサラダ  ちんげん菜の辛子和え  おからのサラダ  卵豆腐  ポテトサラダ  青菜の磯辺和え

 みそ汁（えのき）  すまし汁  そうめん汁  もやしのみそ汁  すまし汁  みそ汁（なす）  みそ汁（しめじ）

８（日） ９（月） １０（火） １１（水） １２（木） １３（金） １４（土）

 （セルフ選択パン）  黒糖ロール  ご飯  バターロール  ご飯  レーズンロール  ご飯

 コンソメスープ  クリームスープ  みそ汁（たまねぎ）  パスタスープ  みそ汁（大根）  じゃが芋のスープ  みそ汁（玉ねぎ）

 牛乳  牛乳  いわしの鰹煮  牛乳  ごぼうの鶏そぼろ和え  牛乳  野菜豆ごった煮

 （セルフ選択）  （セルフ選択）  （セルフ選択）  ビタミンゼリー  （セルフ選択）

 うめびしお  ジャム（セルフ）  ふりかけ  ふりかけ

 ふりかけ  岩のり

 ハヤシライス  麦ご飯  ご飯  冷やし中華  ご飯  うな卵丼  ご飯

 コールスロー  豆腐ハンバーグの野菜あんかけ  さけの西京焼き  牛肉と野菜煮  牛肉の甘辛炒め  きゅうりともやしの酢の物  鶏肉のソテー梅風味

 ゼリー  大根の旨煮  おからのサラダ  フルーツのヨーグルト和え  大根とカニカマ煮  豆腐の赤だし  さつま芋のおろし和え

 すまし汁  卵豆腐汁  すまし汁  フルーツゼリー  すまし汁

 パイナップル（缶）  スイカ  ゼリー  ヨーグルト

 ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯

 お豆腐団子のカレー風味炒め  鶏肉のしょうゆ麹炒め  豚肉のおろし和え  マーボーナス  親子煮  赤魚のカレー煮  さばのしょうが煮

 いんげんのごま和え  ほうれん草の卵とじ  焼き茄子  ちんげん菜のお浸し  酢の物  マカロニ玉子サラダ  だし巻き玉子

 みそ汁（たまねぎ）  みそ汁（大根）  みそ汁（お豆腐団子）  中華スープ  みそ汁（なす）  みそ汁（じゃが芋）  五目みそ汁

１５（日） １６（月） １７（火） １８（水） １９（木） ２０（金） ２１（土）

 （セルフ選択パン）  黒糖ロール  ご飯  バターロール  ご飯  レーズンロール  ご飯

 コンソメスープ  クリームスープ  みそ汁（じゃが芋）  五目スープ  みそ汁（玉ねぎ）  じゃが芋のスープ  みそ汁（大根）

 牛乳  牛乳  いわしの鰹煮  牛乳  ひじきの煮物  牛乳  五目豆

 （セルフ選択）  （セルフ選択）  （セルフ選択）  ビタミンゼリー  （セルフ選択）

 うめびしお  ジャム（セルフ）  ふりかけ  ふりかけ

 ふりかけ  岩のり

 カレーライス  麦ご飯  ご飯  ご飯  カレー風味タコライス  ご飯  ご飯

 福神漬け  さけの塩焼き  とんかつ　みそダレ  さばのしょうゆ麹焼き  シーザーサラダ  ポテトコロッケ  とり肉の甘酢炒め

 和風ツナサラダ  かぼちゃの和風サラダ  青菜の磯辺和え  マカロニサラダ  コンソメスープ  切り干し含め煮  中華サラダ

 ゼリー  もやしのみそ汁  みそ汁（とうふ）  すまし汁  プリン  かき卵汁  中華スープ

 オレンジ  ゼリー  スイカ  パイナップル（缶）  ゼリー

 ご飯  ご飯  夕涼み会  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯

 鶏肉の五目煮  豚肉の冷しゃぶ風  牛肉のおろし和え  鶏肉のしょうが炒め  さわらの塩焼き  和風マーボー豆腐

 小松菜の卵とじ  チンゲン菜の辛子和え  オクラの和え物  モヤシの酢の物  梅風味サラダ  小松菜の卵とじ

 みそ汁（しめじ）  卵とうふ汁  みそ汁（えのき）  みそ汁（オクラ）  みそ汁（なす）  みそ汁（じゃが芋）

２２（日） ２３（月） ２４（火） ２５（水） ２６（木） ２７（金） ２８（土）

 （セルフ選択パン）  黒糖ロール  ご飯  バターロール  ご飯  レーズンロール  ご飯

 コンソメスープ  クリームスープ  みそ汁（じゃが芋）  パスタスープ  みそ汁（大根）  じゃが芋のスープ  みそ汁（玉ねぎ）

 牛乳  牛乳  さけの照り焼き  牛乳  ごぼうの鶏そぼろ和え  牛乳  野菜豆ごった煮

 （セルフ選択）  （セルフ選択）  （セルフ選択）  ビタミンゼリー  （セルフ選択）

 うめびしお  ジャム（セルフ）  ふりかけ  ふりかけ

 ふりかけ  岩のり

 牛丼  麦ご飯  サラダうどん  ご飯  親子どんぶり  誕生日の希望料理  豚肉のにんにくチャーハン

 ほうれん草のお浸し  鶏肉のみそマヨネーズ焼き  豚肉の五目煮  太刀魚の塩焼き  さつま芋のおろし和え  ゆでキャベツのサラダ

 みそ汁（大根）  なすのお浸し  フルーツ杏仁  ゴーヤチャンプル  すまし汁  卵とトマトのスープ

 ヨーグルト  すまし汁  みそ汁（なす）  オレンジ  ヨーグルト

 ゼリー  ヨーグルト

 ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯

 カレイのおろし煮  タラの煮つけ  サケのしょうゆ麹焼き  ぎょうざ  タラの野菜あんかけ  五目豆腐のおろしポン酢  とり肉のマスタード炒め

 お豆腐団子の甘酢炒め  ニラ豚炒め  マカロニサラダ  和風中華サラダ  ナスとひき肉のみそ炒め  キャベツとたくあんの和え物  青菜の磯辺あえ

 みそ汁（とうふ）  みそ汁（かぼちゃ）  もやしのみそ汁  みそ汁（なめこ）  そうめん汁  みそ汁（玉ねぎ）  卵豆腐汁

２９（日） ３０（月） ３１（火）

 （セルフ選択パン）  黒糖ロール  ご飯

 コンソメスープ  クリームスープ  みそ汁（じゃが芋）

 牛乳  牛乳  いわしの鰹煮

 （セルフ選択）

 うめびしお

 ふりかけ

 チキンライス  麦ご飯  ご飯

 だいこんサラダ  さわらのバジル焼き  とり肉のソテー夏野菜ソース

 コンソメスープ  マセドニアンサラダ  はるさめのサラダ

 プリン  かぼちゃのポタージュ  コンソメスープ

 オレンジ  ゼリー

 ご飯  ゆかりご飯  高菜ご飯

 さばのしょうが煮  豚肉のおろし和え  赤魚のみそ煮

 キャベツとササミの梅サラダ  じゃこなす  おからのサラダ

 みそ汁（玉ねぎ）  みそ汁（オクラ）  かき卵汁
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＊都合により献立を変更することがあります。
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