
区分 07/02(月) 07/03(火) 07/04(水) 07/05(木) 07/06(金) 07/07(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ 野菜せんべい

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり（中１個） ごはん ホットドッグ
五目卵焼き 肉じゃが 南瓜コロッケ トマトクリームパスタ かに玉
ポークビーンズ 刻み昆布サラダ ほうれん草のバターソテー ポークピカタ ポテトサラダ
豆腐のみそ汁 ミニトマト つみれ汁 コーンスープ わかめスープ

みそ汁 くだもの 牛乳
手作りプリン 手作りクッキー 磯せんべい えびせんべい ホームパイ 七　夕
カルシウムせんべい 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 641kcal た:34.9g 塩:3.4g 678kcal た:29.5g 塩:2.7g 620kcal た:21.9g 塩:1.9g 923kcal た:37.2g 塩:2.5g 695kcal た:31.1g 塩:2.3g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 07/09(月) 07/10(火) 07/11(水) 07/12(木) 07/13(金) 07/14(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース 卵ボーロ カルシウムボーロ えびせん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり（中１個） ごはん ロールパン
厚揚げの味噌煮 おろしハンバーグ ひじき春巻き ちゃんぽん クリームシチュー

ツナサラダ 温野菜 小松菜ソテー コーンフライ 春雨サラダ
かき玉汁 ミニゼリー みそ汁 きゅうりごま酢和え くだもの

豆腐のみそ汁 牛乳
ココア蒸しパン クッキー のりせんべい あられ ボーロ
牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 825kcal た:34.4g 塩:2.1g 818kcal た:25.8g 塩:2.2g 590kcal た:22.3g 塩:1.7g 915kcal た:33.2g 塩:1.9g 723kcal た:31.4g 塩:2g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 07/16(月) 07/17(火) 07/18(水) 07/19(木) 07/20(金) 07/21(土)
野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ 野菜せんべい

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん おにぎり（中１個） ごはん サンドイッチ
ポークカレー 豚肉の柳川風 焼きそば ミネストローネ

海の日 杏仁豆腐 枝豆 のりしおポテトコロッケ チキンソテー（きのこソース）

お休み かき玉汁 さつま汁 やさいスープ 牛乳
くだもの ぜりー
えびせんべい のりせんべい あられ まめ
フルーチエ ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 0kcal た:0g 塩:0g 773kcal た:24.9g 塩:2g 652kcal た:26.3g 塩:1.7g 897kcal た:23.6g 塩:1.9g 824kcal た:33.2g 塩:2.8g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 07/23(月) 07/24(火) 07/25(水) 07/26(木) 07/27(金) 07/28(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ ラスク
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり（中１個） ごはん レーズンパン
魚フライ 豚カルビ風丼 おでん　ちくわ さつまいもの天ぷら スープカレー
三色金平 金時煮豆 切干大根の煮物 きつねうどん 人参しりしり
みそ汁 はんぺん汁 鶏ごぼう汁 ヨーグルトサラダ ミニトマト

牛乳
フルーツポンチ クッキー のりせんべい 手作りクッキー シリアル

牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
合計 516kcal た:16.3g 塩:1.3g 626kcal た:22.5g 塩:1.8g 510kcal た:21.6g 塩:2.5g 847kcal た:24.1g 塩:2.2g 724kcal た:32.8g 塩:1.8g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 07/30(月) 07/31(火)
ウエハース 野菜せんべい こまめに 水分補給を しましょう！
牛乳 牛乳
ごはん ごはん
鶏肉の治部煮 えびしゅうまい のどが渇く前に 少しずつ ふだんの水分
豆腐のつくね焼き 麻婆豆腐 飲む こまめに飲む 補給は水かお茶

ミニゼリー みそ汁
麩のみそ汁
フルーツゼリー クッキー ○全員で午前・ 午後におやつと 牛乳等がでます。

牛乳 ○献立は都合に より、変更する 場合があります

合計 767kcal た:35.1g 塩:2.3g 810kcal た:36.5g 塩:2.3g
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