
ｴﾈﾙｷﾞｰ  536kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  563kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  587kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  670kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  576kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  479kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  614kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  573kcal

脂質    9.1ｇ 脂質    10.8ｇ 脂質    15.7ｇ 脂質    22.0ｇ 脂質    9.6ｇ 脂質    7.0ｇ 脂質    16.6ｇ 脂質    14.8ｇ

A A A

B B B

ｴﾈﾙｷﾞｰ  843kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  726kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  706kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  904kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  819kcal

脂質    38.9ｇ 脂質    26.6ｇ 脂質    21.0ｇ 脂質    10.3ｇ 脂質    16.5ｇ 脂質    35.3ｇ 脂質    25.0ｇ ｴﾈﾙｷﾞｰ  700kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ  578kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  647kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  668kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  541kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  725kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  576kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  727kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  666kcal

脂質    10.5ｇ 脂質    12.9ｇ 脂質    16.8ｇ 脂質    4.8ｇ 脂質    19.4ｇ 脂質    11.0ｇ 脂質    23.9ｇ 脂質    24.3ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1968kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2053kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1981kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1831kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2007kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1959kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2160kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1939kcal

脂質    58.5ｇ 脂質    50.3ｇ 脂質    53.5ｇ 脂質    37.1ｇ 脂質    45.5ｇ 脂質    53.3ｇ 脂質    65.5ｇ 脂質    57.8ｇ

日
計

蛋白質  69.0ｇ 蛋白質  87.3ｇ 蛋白質  61.7ｇ 蛋白質  75.9ｇ 蛋白質  82.8ｇ 蛋白質  73.1ｇ 蛋白質  84.0ｇ

食塩    2.6ｇ 食塩    2.3ｇ 食塩    2.4ｇ 食塩    2.3ｇ 食塩    3.1ｇ 食塩    2.2ｇ

ゆ
う

食塩    8.4ｇ 食塩    7.5ｇ 食塩    8.4ｇ 食塩    6.8ｇ 食塩    8.8ｇ 食塩    9.3ｇ

大根の浅漬け 白菜の浅漬け

蛋白質  27.8ｇ 蛋白質  30.1ｇ 蛋白質  27.6ｇ 蛋白質  24.5ｇ 蛋白質  32.7ｇ 蛋白質  27.6ｇ 蛋白質  34.7ｇ 蛋白質  23.2ｇ

白菜の塩昆布和え ほうれん草のナムル もやしの和え物 青梗菜の海苔和え 胡瓜とワカメのサラダ

キャベツのドレッ
シング和え

食塩    8.7ｇ 食塩    8.6ｇ

食塩    2.4ｇ 食塩    2.4ｇ

蛋白質  65.4ｇ

ピーマンのソテー 餃子 南瓜の含め煮 金平ごぼう

鶏肉のデミグラスソース 豚肉のオイスター炒め 千草焼き
白身魚のみぞれきのこあ
んかけ 鶏肉のピカタ ほっけの生姜焼き すき焼き風煮 鯖の焼き浸し

ジャーマンポテト がんもの煮物 野菜炒め 冬瓜の銀あんかけ

麦ご飯（米粒麦） 麦ご飯 麦ご飯

みそ汁みそ汁 中華スープ みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁

麦ご飯 麦ご飯 ご飯 ご飯 麦ご飯（米粒麦）

蛋白質  30.6ｇ

食塩    3.8ｇ 食塩    3.2ｇ 食塩    3.5ｇ 食塩    2.8ｇ 食塩    2.7ｇ 食塩    4.7ｇ 食塩    3.6ｇ 蛋白質  26.8ｇ

フルーツポンチ 蛋白質  36.3ｇ 蛋白質  21.7ｇ バナナ 蛋白質  30.2ｇ 蛋白質  33.9ｇ パイナップル

温野菜サラダ ライチゼリー レタスサラダ オレンジ キウイフルーツ 青菜のお浸し

ラタトゥイユ 大島牛乳プリン 海藻サラダ 茄子の味噌炒め ブロコッリーの和え物 コーヒーゼリー

ﾐｯｸｽﾌﾗｲ（ﾎﾀﾃｺﾛｯｹ・ﾒ
ﾝﾁｶﾂ） 菜の花の胡麻和え

ハンバーグ 和風ステー
キソース 豚キムチ 切干大根の煮物 マセドアンサラダ 蓮根の甘辛炒め 家常豆腐

ほうれん草と笹身の胡麻和 根菜の煮物

すまし汁 みそ汁 コンソメスープ みそ汁 みそ汁

ﾐｯｸｽﾌﾗｲ（ｶﾆｺﾛｯｹ・鶏
の唐揚） 大豆の五目煮 ミネストローネ 鶏肉の照焼き さわらの焼き浸し からあげ

鯖の竜田揚げ　お
ろしソース 豚肉の生姜き

食塩    2.7ｇ 食塩    3.0ｇ

セレクトメニュー セレクトメニュー セレクトメニュー

ひ
る

バターロール・食パ
ン アジのかば焼き丼 十五穀ごはん

食塩    2.0ｇ 食塩    2.0ｇ 食塩    2.5ｇ 食塩    1.7ｇ 食塩    3.0ｇ 食塩    2.4ｇ

あ
さ

麦ご飯 和風たらこスパゲティ わかめご飯 麦ご飯（米粒麦）

コンソメスープ みそ汁 揚げパン

大島牛乳 ふりかけ

蛋白質  18.8ｇ 蛋白質  20.9ｇ 蛋白質  12.4ｇ 蛋白質  24.2ｇ 蛋白質  19.9ｇ 蛋白質  11.6ｇ 蛋白質  18.7ｇ 蛋白質  15.4ｇ

ふりかけ 納豆 ふりかけ 大島牛乳 のり佃 漬物

カリフラワーのサラダ 小松菜の和え物 ポテトサラダ キャベツのおかか和え

肉団子（甘酢） 肉詰めいなりの煮物 ウィンナーと野菜のソテー 鯖の味醂焼き 厚揚げのひじき煮 五目たまご 卵と野菜のソテー ウインナーと野菜の炒め物

いんげんのくるみ和え もやしの和え物 モロヘイヤのお浸し アスパラのおかか和え

ご飯 ご飯 ご飯

みそ汁みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁

ご飯 ご飯 麦ご飯 ご飯 ご飯

大島恵の園

こんだてひょう5/30(月）～6/6（月）

日 月

5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日

月 火 水 木 金 土



ｴﾈﾙｷﾞｰ  573kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  543kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  589kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  680kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  580kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  585kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  548kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  547kcal

脂質    14.8ｇ 脂質    7.9ｇ 脂質    12.8ｇ 脂質    18.4ｇ 脂質    11.0ｇ 脂質    16.9ｇ 脂質    12.6ｇ 脂質    10.4ｇ

A A A

B B B

ｴﾈﾙｷﾞｰ  700kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  842kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  783kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  696kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  741kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  784kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  676kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  773kcal

脂質    18.7ｇ 脂質    32.2ｇ 脂質    23.7ｇ 脂質    25.8ｇ 脂質    13.5ｇ 脂質    26.9ｇ 脂質    14.1ｇ 脂質    20.6ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  666kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  747kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  654kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  528kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  708kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  634kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  741kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  694kcal

脂質    24.3ｇ 脂質    21.4ｇ 脂質    14.9ｇ 脂質    3.8ｇ 脂質    16.8ｇ 脂質    17.0ｇ 脂質    28.6ｇ 脂質    18.9ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1939kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2132kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2026kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1904kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2029kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2003kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1965kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2014kcal

脂質    57.8ｇ 脂質    61.5ｇ 脂質    51.4ｇ 脂質    48.0ｇ 脂質    41.3ｇ 脂質    60.8ｇ 脂質    55.3ｇ 脂質    49.9ｇ

大島恵の園

こんだてひょう6/6(月）～6/13（月）

ご飯

みそ汁

9 10 11 12 13

ご飯

みそ汁

ご飯

みそ汁

ご飯

みそ汁 みそ汁

ご飯

みそ汁

ご飯

月 火 水 木 金 土 日 月

6 7 8

蛋白質  23.2ｇ

食塩    2.4ｇ

蛋白質  65.4ｇ

ご飯

みそ汁

ミートボール甘酢あん

小松菜の和え物

ホットドック

冬瓜の銀あんかけ

蛋白質  15.4ｇ

蛋白質  26.8ｇ

根菜の煮物

青菜のお浸し

麦ご飯

みそ汁

鯖の焼き浸し

ウインナーと野菜の炒め物

アスパラのおかか和え

麦ご飯（米粒麦）

みそ汁

豚肉の生姜き

食塩    2.9ｇ

蛋白質  90.3ｇ

蛋白質  32.2ｇ

にら玉炒め

オクラ納豆

けんちん煮

チンゲン菜のくるみ和え

すまし汁

豚肉と青梗菜のオイスター炒め

焼き餃子

蛋白質  16.6ｇ

蛋白質  41.5ｇ

野菜スープ

鶏肉のトマト煮

インゲンと卵のソテー

大根サラダ

ご飯

南瓜と茄子の揚げ浸し

蛋白質  23.2ｇ

蛋白質  27.2ｇ

麦ご飯

みそ汁

魚の南蛮漬け

野菜の炒め物

青梗菜の白和え

麦ご飯

すまし汁

蛋白質  70.9ｇ

ご飯

みそ汁

がんもの含め煮

小松菜のなめ茸和え

すまし汁

牛肉とピーマンの炒め物

レタスサラダ

蛋白質  19.0ｇ

蛋白質  30.2ｇ

きじ焼き丼

すまし汁

竹輪と大根の味噌煮

カリフラワーの和え物

ご飯

蛋白質  27.0ｇ

食塩    2.9ｇ

漬物

食塩    2.5ｇ

蛋白質  30.5ｇ

鯖の味噌煮

ビーンズサラダ

ヨーグルト

スクランブルエッグ

エンドウのサラダ

麦ご飯（米粒麦）

蛋白質  68.7ｇ

あ
さ

ふりかけ のり佃煮 ヨーグルト ヨーグルト ヨーグルト ふりかけ

食塩    2.2ｇ

蛋白質  28.9ｇ

食塩    3.0ｇ

麦ご飯

みそ汁

鶏肉の香草パン粉焼き

日
計

食塩    8.6ｇ 食塩    9.1ｇ 食塩    7.6ｇ 食塩    7.8ｇ 食塩    7.7ｇ 食塩    9.2ｇ

蛋白質  28.8ｇ

食塩    2.6ｇ

みそ汁

ひ
る

豆乳プリン りんご

パイナップル フルーツヨーグルト 杏仁豆腐 みかん缶 マンゴー

食塩    3.1ｇ 食塩    4.3ｇ 食塩    2.4ｇ

蛋白質  24.4ｇ 蛋白質  25.7ｇ

食塩    2.4ｇ 食塩    1.8ｇ

豚肉とそらまめの炒め物

野菜の五目煮

麦ご飯

タラの西京焼き

里芋のそぼろ煮

蛋白質  23.8ｇ

食塩    3.0ｇ 食塩    2.1ｇ 食塩    1.9ｇ 食塩    1.9ｇ 食塩    2.0ｇ 食塩    2.5ｇ 食塩    2.4ｇ

蛋白質  18.6ｇ

蛋白質  30.4ｇ

麦ご飯

すまし汁

ひじきの煮物

ブロッコリーの和え物

蛋白質  28.6ｇ

明太クリームスパゲティ

蛋白質  14.4ｇ蛋白質  28.3ｇ

バターロール・胚芽ロール

コンソメスープ

豆腐ハンバーグデミグ
ラスソ―ス

ウインナーと茸のソテー

コーンサラダ

食塩    2.1ｇ

蛋白質  17.2ｇ

コンソメスープ

チキンナゲット

フレンチサラダ

ツナとじゃが芋の炒め物

キャベツの和え物

ゆ
う

白菜の浅漬け チョレギサラダ ほうれん草の磯辺和え もずく酢 青梗菜のくるみ和え もやしとツナの和え物 フルーツ寒天 浅漬け

ご飯

味噌汁

サバの生姜煮

じゃが芋の炒め物

蛋白質  21.7ｇ

みそ汁

かれいの照り煮

ピーマンのおかか炒め

食塩    6.6ｇ 食塩    7.5ｇ

蛋白質  74.7ｇ蛋白質  77.8ｇ蛋白質  76.5ｇ蛋白質  79.3ｇ

セレクトメニュー セレクトメニュー セレクトメニュー

豆腐ハンバーグ和風ソ
―ス家常豆腐

野菜たっぷりやわら
か焼き酢鶏 厚揚げと青梗菜のオ

イスター炒め

麦ご飯（米粒麦）

すまし汁

豚肉の味噌炒め

切干大根の煮物

ほうれん草の和え物

パイナップル

食塩    3.2ｇ 食塩    4.1ｇ 食塩    2.7ｇ 食塩    3.7ｇ



ｴﾈﾙｷﾞｰ  547kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  448kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  555kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  549kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  628kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  479kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  509kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  452kcal

脂質    10.4ｇ 脂質    2.7ｇ 脂質    13.2ｇ 脂質    13.5ｇ 脂質    14.5ｇ 脂質    5.6ｇ 脂質    7.4ｇ 脂質    4.9ｇ

A

B

A A

B B

ｴﾈﾙｷﾞｰ  773kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  767kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  942kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  745kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  671kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  715kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  708kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  798kcal

脂質    20.6ｇ 脂質    34.8ｇ 脂質    41.0ｇ 脂質    20.5ｇ 脂質    16.0ｇ 脂質    13.4ｇ 脂質    17.8ｇ 脂質    34.5ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  694kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  558kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  660kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  706kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  646kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  793kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  675kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  703kcal

脂質    18.9ｇ 脂質    4.0ｇ 脂質    19.5ｇ 脂質    17.7ｇ 脂質    14.4ｇ 脂質    26.8ｇ 脂質    20.5ｇ 脂質    26.5ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  2014kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1773kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2157kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2000kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1945kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1987kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1892kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1953kcal

脂質    49.9ｇ 脂質    41.5ｇ 脂質    73.7ｇ 脂質    51.7ｇ 脂質    44.9ｇ 脂質    45.8ｇ 脂質    45.7ｇ 脂質    65.9ｇ

蛋白質  32.5ｇ 蛋白質  28.0ｇ

フルーツゼリー フルーツヨーグルト

小松菜の磯辺和え カリフラワーのマリネ

大島恵の園

こんだてひょう

ハムと野菜のソテー

豚肉の味噌炒め みそ汁 すまし汁 赤魚の野菜あんかけ 魚介のチリソース

ツナと野菜の炒め物

胚芽ロール・食パン

コンソメスープ

食塩    2.4ｇ

レタスのサラダ

炒り豆腐

ご飯 ご飯

6/13(月）～6/20（月）

鶏肉のおろしｿｰｽ ミートローフ

切干大根の煮物 野菜カレーソテー

もやしのお浸し

蛋白質  17.2ｇ 蛋白質  19.3ｇ 蛋白質  17.2ｇ 蛋白質  18.6ｇ 蛋白質  21.7ｇ 蛋白質  15.1ｇ 蛋白質  12.1ｇ

小松菜のなめ茸和え いんげんのお浸し カリフラワーのサラダ アスパラのサラダ

月 火 水 木 金

ほうれん草の胡麻和え

麦ご飯（米粒麦）

食塩    3.1ｇ 食塩    3.7ｇ

みそ汁

食塩    2.5ｇ 食塩    2.3ｇ

蛋白質  27.0ｇ 蛋白質  24.0ｇ 蛋白質  27.2ｇ 蛋白質  30.0ｇ 蛋白質  24.1ｇ 蛋白質  22.3ｇ 蛋白質  27.7ｇ

豚肉と茄子の炒め煮 もやしのソテーじゃが芋の炒め物 れんこんの金平 グリーンサラダ 竹輪といんげんのソテー 高野豆腐の煮物

蛋白質  26.3ｇ

食塩    2.9ｇ 食塩    3.2ｇ

がんもの煮物

ほうれん草の和え物 白菜のサラダ レタスとコーンのサラダ 春雨サラダ ほうれん草の和え物

蛋白質  13.9ｇ

麦ご飯

すまし汁 ソース焼そば 親子丼 みそ汁 スープ みそ汁

麦ご飯（米粒麦） 中華丼 十五穀ごはん 麦ご飯（米粒麦）

セレクトメニュー セレクトメニュー

13 14 15 16 17 18 19 20

みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

日 月土

あ
さ

ヨーグルト 梅びしお 納豆 ふりかけ ヨーグルト しば漬け たいみそ 漬物

食塩    2.1ｇ 食塩    2.6ｇ 食塩    1.8ｇ 食塩    2.6ｇ 食塩    2.2ｇ 食塩    1.7ｇ 食塩    2.2ｇ

さつま揚げとキャベツの炒め煮 ソーセージと野菜の炒め物がんもの含め煮 鱈の粕漬焼き 和風スクランブル ウインナーソテー 鶏肉のパン粉焼き

ひ
る 焼肉

フランクフルト フルーツヨーグルト

パイナップル カフェオレゼリー めぐみサンデー ランチパック(ピーナツクリーム) 杏仁豆腐

食塩    2.5ｇ 食塩    3.2ｇ 食塩    5.9ｇ 食塩    3.0ｇ 食塩    2.4ｇ 食塩    3.0ｇ

キャベツとじゃこの和え物 肉じゃが

蛋白質  30.5ｇ 蛋白質  25.4ｇ 蛋白質  40.1ｇ 蛋白質  27.1ｇ 蛋白質  28.6ｇ 蛋白質  27.8ｇ

白菜の柚子香和え

千草焼き 鯖の味噌煮

みそ汁 みそ汁 みそ汁 すまし汁

サバの生姜煮 海老と野菜の炒め物 鶏肉のマヨネーズ焼き 鰤の照焼き おろしハンバーグ さつま芋の甘煮

味噌汁 みそ汁 コンソメスープ

蛋白質  74.1ｇ

ゆ
う エンドウのくるみ和え

浅漬け きゅうりとわかめの酢の物 ヨーグルト　マンゴーソース とろろ芋 ブロッコリーのサラダ 豆苗の和え物

食塩    2.5ｇ

ご飯 ご飯 麦ご飯（米粒麦） 麦ごはん ご飯 牛丼（米粒麦） 麦ご飯

食塩    1.9ｇ 食塩    2.6ｇ 食塩    3.0ｇ

セレクトメニュー

厚揚げと青梗菜のオイ
スター炒め

ハリケーンポテト
(刻み食はﾎﾟﾃトｻﾗ

★めぐみまつり★

小龍包サーモンフライ

食パン・　　　
ロールパン

タンドリーチキン

日
計

食塩    7.5ｇ 食塩    9.0ｇ 食塩    9.6ｇ 食塩    8.2ｇ 食塩    7.6ｇ 食塩    7.2ｇ 食塩    7.8ｇ 食塩    8.4ｇ

蛋白質  66.4ｇ蛋白質  74.7ｇ 蛋白質  68.7ｇ 蛋白質  84.5ｇ 蛋白質  75.7ｇ 蛋白質  74.4ｇ 蛋白質  65.2ｇ



ｴﾈﾙｷﾞｰ  452kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  592kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  535kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  572kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  522kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  482kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  568kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  605kcal

脂質    4.9ｇ 脂質    12.7ｇ 脂質    13.5ｇ 脂質    12.0ｇ 脂質    6.4ｇ 脂質    6.0ｇ 脂質    10.4ｇ 脂質    10.8ｇ

A

B A

A B

B

ｴﾈﾙｷﾞｰ  798kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  683kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  620kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  848kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  896kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  729kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  761kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  728kcal

脂質    34.5ｇ 脂質    24.4ｇ 脂質    10.9ｇ 脂質    30.0ｇ 脂質    23.3ｇ 脂質    26.2ｇ 脂質    24.8ｇ 脂質    18.7ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  703kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  696kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  648kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  630kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  699kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  702kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  667kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  679kcal

脂質    26.5ｇ 脂質    14.4ｇ 脂質    15.2ｇ 脂質    15.6ｇ 脂質    19.4ｇ 脂質    19.7ｇ 脂質    16.7ｇ 脂質    12.6ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1953kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1971kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1803kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2050kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2117kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1913kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1996kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2012kcal

脂質    65.9ｇ 脂質    51.5ｇ 脂質    39.6ｇ 脂質    57.6ｇ 脂質    49.1ｇ 脂質    51.9ｇ 脂質    51.9ｇ 脂質    42.1ｇ

蛋白質  29.0ｇ 蛋白質  33.0ｇ

ゆ
う

大島恵の園

こんだてひょう6/20(月）～6/27（月）

鯖の味噌煮 あじの蒲焼き 豚肉の生姜炒め 厚揚げと野菜の味噌炒め

食塩    2.1ｇ 食塩    2.1ｇ 食塩    3.3ｇ

鶏肉の香味炒め ポークソテー ほっけの味噌マヨネーズ焼き 豆腐ハンバーグ

食塩    2.3ｇ 食塩    3.0ｇ 食塩    2.0ｇ 食塩    2.7ｇ

レタスのサラダ ポン酢和え レタスとパプリカのサラダ

青梗菜としらすの和え物 キャベツのピーナッツ和え いんげんの磯辺和え

蛋白質  12.1ｇ 蛋白質  26.3ｇ 蛋白質  14.2ｇ 蛋白質  22.2ｇ 蛋白質  14.4ｇ 蛋白質  15.7ｇ 蛋白質  19.5ｇ

もやしのお浸し インゲンのおかか和え モロヘイヤのお浸し カリフラワーの和え物

蛋白質  23.1ｇ

月 火 水 木 金

小松菜とえのきの和え物

食塩    3.0ｇ 食塩    4.1ｇ

すまし汁 みそ汁

ご飯 ご飯 十五穀ごはん ご飯

すまし汁 みそ汁 みそ汁 すまし汁 みそ汁 みそ汁

麦ご飯（米粒麦） 麦ご飯 麦ご飯（米粒麦） ご飯

ポークシチュー

ハムと野菜のソテー ●味噌ラーメン ふろふき大根 グリーンサラダ カレーコロッケ コーンとそらまめのサラダ

ミートローフ ●塩ラーメン 鮭の塩焼き 野菜スープ ムケッカ（ﾀﾗのﾄﾏﾄ煮込み） 白菜と胡瓜の梅和え

水まんじゅう ワカメサラダ

温泉卵

ビビンバ丼 食パン・黒糖ロール

コンソメスープ ●醤油ラーメン みそ汁 海老カツカレー ガーリックライス 厚揚げの甘辛炒め きのこのスープ クリームシチュー

胚芽ロール・食パン 麦ご飯（米粒麦） カツカレー 五目そば

ミートボール黒酢あん

ご飯 ご飯

みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

20 21 22 23 24 25 26 27

日 月土

あ
さ

漬物 ヨーグルト 千切り沢庵 納豆 昆布佃煮 ふりかけ ヨーグルト ヨーグルト

食塩    2.4ｇ 食塩    2.0ｇ 食塩    3.0ｇ 食塩    1.9ｇ 食塩    2.5ｇ 食塩    2.3ｇ 食塩    1.7ｇ 食塩    1.8ｇ

冬瓜の含め煮 高野豆腐の煮物ソーセージと野菜の炒め物 鰆の西京焼き スクランブルエッグ ほうれん草の玉子とじ 肉じゃが

ひ
る

蒸し餃子　おろしポン酢 オレンジ フルーツカクテル みかん缶

フルーツヨーグルト バンバンジーサラダ メロンパン カフェオレゼリー

パイナップル

蛋白質  28.0ｇ 蛋白質  33.2ｇ 蛋白質  28.4ｇ 蛋白質  23.4ｇ 蛋白質  38.9ｇ 蛋白質  34.3ｇ

食塩    3.7ｇ 食塩    6.2ｇ 食塩    2.8ｇ 食塩    4.5ｇ 食塩    3.7ｇ 食塩    3.7ｇ

もやしのソテー ひじきの炒り煮 里芋の煮物 切り昆布の炒め煮 揚げ出し豆腐 卵と野菜の炒め物

食塩    9.2ｇ

さつま芋のレモン煮 南瓜とがんもの含め煮

白菜の柚子香和え パプリカの甘酢漬け 小松菜の胡麻和え 青梗菜の和え物 水菜の塩ドレ和え キウイフルーツ 茄子の生姜和え 青菜の菜種和え

蛋白質  24.6ｇ 蛋白質  24.5ｇ 蛋白質  24.4ｇ 蛋白質  29.9ｇ 蛋白質  27.0ｇ 蛋白質  22.2ｇ 蛋白質  24.5ｇ

食塩    2.8ｇ

蛋白質  26.3ｇ

セレクトメニュー セレクトメニュー セレクトメニュー

タンドリーチキン ミニオムレツ

🌀ラーメン　　　

バイキング🌀

ベーコンと蓮根のソテー

◆世界の料理　　　
ブラジル◆

日
計

蛋白質  66.4ｇ 蛋白質  84.1ｇ 蛋白質  67.1ｇ 蛋白質  70.0ｇ 蛋白質  83.2ｇ 蛋白質  77.0ｇ 蛋白質  74.3ｇ 蛋白質  77.0ｇ

食塩    8.4ｇ 食塩    11.2ｇ 食塩    7.8ｇ 食塩    9.1ｇ 食塩    9.0ｇ 食塩    8.1ｇ 食塩    6.8ｇ



ｴﾈﾙｷﾞｰ  605kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  655kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  517kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  655kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  534kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  478kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  528kcal

脂質    10.8ｇ 脂質    15.6ｇ 脂質    6.1ｇ 脂質    19.4ｇ 脂質    9.5ｇ 脂質    3.3ｇ 脂質    8.7ｇ

A

A B

B

ｴﾈﾙｷﾞｰ  728kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  751kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  734kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  683kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  743kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  768kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  788kcal

脂質    18.7ｇ 脂質    16.7ｇ 脂質    29.5ｇ 脂質    16.5ｇ 脂質    23.8ｇ 脂質    19.8ｇ 脂質    23.5ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  679kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  663kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  755kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  705kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  693kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  721kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  626kcal

脂質    12.6ｇ 脂質    13.8ｇ 脂質    28.5ｇ 脂質    17.0ｇ 脂質    19.8ｇ 脂質    26.4ｇ 脂質    11.9ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  2012kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2069kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2006kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2043kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1970kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1967kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1942kcal

脂質    42.1ｇ 脂質    46.1ｇ 脂質    64.1ｇ 脂質    52.9ｇ 脂質    53.1ｇ 脂質    49.5ｇ 脂質    44.1ｇ

蛋白質  71.9ｇ 蛋白質  66.3ｇ

厚揚げの含め煮 炒り豆腐 ひじき煮 茄子の生姜炒め

蛋白質  77.0ｇ 蛋白質  80.8ｇ 蛋白質  72.3ｇ 蛋白質  75.5ｇ 蛋白質  68.7ｇ

食塩    3.3ｇ 食塩    3.2ｇ 食塩    3.1ｇ 食塩    2.9ｇ 食塩    2.2ｇ 食塩    2.4ｇ 食塩    2.7ｇ

蛋白質  27.8ｇ蛋白質  24.5ｇ

南瓜とがんもの含め煮

みかん缶

レンコンのきんぴら冬瓜の蟹風味あんかけ

蛋白質  33.0ｇ 蛋白質  32.0ｇ 蛋白質  34.7ｇ 蛋白質  21.2ｇ 蛋白質  23.0ｇ 蛋白質  33.0ｇ

牛肉のオイスター炒め 揚げ鶏の甘酢あんかけ 豚肉の生姜焼き 鯖の甘辛あんかけ

みそ汁 みそ汁ニラのスープ みそ汁

ご飯

高野豆腐の煮物 野菜のトマト煮 炒り豆腐 豚肉と野菜のソテー イワシ柚子味噌煮 竹輪と野菜の炒め煮

セレクトメニュー セレクトメニュー セレクトメニュー

小松菜のなめたけ和え

蛋白質  24.3ｇ

シウマイ アスパラのサラダ

みそ汁

ふくさ焼き

南瓜サラダ

かぼちゃ煮

蛋白質  19.5ｇ 蛋白質  21.0ｇ 蛋白質  15.3ｇ 蛋白質  23.9ｇ 蛋白質  16.8ｇ 蛋白質  12.4ｇ 蛋白質  14.2ｇ

いんげんの磯辺和え カリフラワーのサラダ とろろ芋 豆サラダ おくらの梅かつお

小松菜のソテー豆腐サラダ エビフライ＆唐揚げ

鯵の南蛮漬け

麦ご飯

コロッケポークシチュー

蛋白質  27.8ｇ 蛋白質  22.3ｇ 蛋白質  30.4ｇ 蛋白質  28.9ｇ 蛋白質  26.5ｇ

ほうれん草のツナ和え 海藻サラダ ブロコッリーの和え物

麦ご飯（米粒麦）ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

くずまんじゅう

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

チキンソテーチーズソース じゃが芋のそぼろ煮 コンソメスープ ホイコーロー

海老ピラフ

コンソメスープ 肉うどん コーンと枝豆のごはん 青梗菜のスープ コンソメスープ

食パン・黒糖ロール 冷やしうどん＆天ぷら 麦ご飯（米粒麦）

27 28 29 30 7月1日 7月2日 3 4

月 火 水 木 金 土

大島恵の園

こんだてひょう
日 月

6/27(月）～7/3（月）

あ
さ

ヨーグルト ヨーグルト ふりかけ ヨーグルト ふりかけ ふりかけ ふりかけ

食塩    1.8ｇ 食塩    2.0ｇ 食塩    1.9ｇ 食塩    2.1ｇ 食塩    1.9ｇ 食塩    2.1ｇ 食塩    2.3ｇ

ご飯

みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁

ご飯

ひ
る

春菊の辛子和え

コーンとそらまめのサラダ マンゴー

ピーチヨーグルトパイナップル 抹茶ロールケーキ みかん缶

食塩    4.1ｇ 食塩    2.9ｇ 食塩    3.8ｇ 食塩    3.3ｇ 食塩    3.2ｇ 食塩    2.6ｇ 食塩    2.9ｇ

クリームシチュー

食パン・黒糖ロール

ベーコンと蓮根のソテー

ご飯

ゆ
う

青菜の菜種和え キャベツのサラダ青梗菜の中華サラダ アスパラの和え物 白菜の昆布和え 青菜の白和え ほうれん草の和え物

栄
養
価

食塩    9.2ｇ 食塩    8.1ｇ 食塩    8.8ｇ 食塩    8.3ｇ 食塩    7.3ｇ 食塩    7.1ｇ 食塩    7.9ｇ

鶏肉のバーベキューソース

すまし汁 みそ汁 みそ汁

豆腐ハンバーグ 鰆のムニエル

ご飯


