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ほうれん草納豆 ★米　★なたね油　白滝　砂糖 納豆　油揚げ　鰹節　煮干し ほうれん草　ひじき　★人参　 にゅうめん そうめん　★じゃが芋　 ささ身　煮干し　豚ひき肉 若布　★ねぎ　昆布　★人参

雑穀入り玄米ご飯 味噌　ヨーグルト 昆布　★キャベツ　しめじ　 じゃが芋ソテー ★なたね油　砂糖　白玉粉　 ピーマン　オレンジ　

ひじき炒り バナナ　キウイフルーツ　 オレンジ 片栗粉

キャベツの味噌汁 ★りんご

おやつ フルーツヨーグルト 441kcal おやつ しょうゆ団子 470kcal

おやつ kcal おやつ kcal

カレーライス ★米　★じゃが芋　★なたね油 豚肉 生姜　にんにく　★人参　玉ねぎ ひじきご飯 ★米　★なたね油　砂糖 油揚げ　大豆　鰹節　煮干し　 ひじき　★人参　ごぼう　

温野菜サラダ 砂糖　はちみつ　 ★ブロッコリー　★カリフラワー 五目大豆煮 味噌　バター　牛乳 こんにゃく　乾しいたけ　昆布　

煮りんごのはちみつがけ ★りんご　粉寒天　 りんご りんご　★白菜　しめじ　

オレンジジュース 白菜としめじの味噌汁 ★かぼちゃ

おやつ オレンジ寒天 476kcal おやつ かぼちゃのバター煮　牛乳 　 486kcal

にら納豆 ★米　白滝　★なたね油　 納豆　油揚げ　煮干し　味噌 ★にら　★ヤーコン　★人参 しめじと胡麻納豆 ★米　胡麻　片栗粉　★なたね油 納豆　豆腐　鶏ひき肉　鰹節 しめじ　ひじき　★ねぎ　生姜　

雑穀入り玄米ご飯 ★じゃが芋 若布　昆布　バナナ 雑穀入り玄米ご飯 砂糖　★さつま芋 煮干し　味噌　ヨーグルト 昆布　★キャベツ　玉ねぎ　

ヤーコンのきんぴら 和風ハンバーグ・茹でキャべツ バナナ　キウイフルーツ　りんご

若布とじゃが芋の味噌汁 さつま芋の味噌汁

おやつ バナナ 429kcal おやつ フルーツヨーグルト 465kcal

若布ご飯 ★米　胡麻　★じゃが芋　白滝 豚肉　豆腐　油揚げ　煮干し 若布　玉ねぎ　★人参　★ねぎ　 雑穀入り玄米ご飯 ★米　砂糖　バター　胡麻　 鮭　味噌　油揚げ　煮干し　 ★人参　ほうれん草　もやし

肉じゃが ★なたね油　砂糖 味噌　牛乳 昆布　★かぼちゃ　ぶどう 鮭の甘味噌焼き・人参グラッセ ★じゃが芋 粉チーズ えのき　しいたけ　★ねぎ　

ぶどう ほうれん草の胡麻和え 青のり

豆腐の味噌汁 きのこの味噌汁

おやつ かぼちゃの甘煮　牛乳 471kcal おやつ じゃが芋のチーズ和え 465kcal

炊き込みご飯 ★米　★なたね油　★里芋　砂糖　 油揚げ　卵　ちくわ　煮干し ★人参　乾しいたけ　刻みのり

里芋の煮物 牛乳 りんご　とろろ昆布　★ねぎ

りんご バナナ　昆布

とろろ昆布の清汁

おやつ kcal おやつ バナナ　牛乳 489kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　★なたね油　片栗粉 カレイ　煮干し　油揚げ　煮干し ★大根　ほうれん草　もやし　 じゃこ納豆 ★米　白滝　★なたね油　小麦粉 納豆　しらす　油揚げ　煮干し　 すき昆布　★人参　★かぼちゃ

カレイのみぞれあんかけ 砂糖　胡麻油　★じゃが芋 味噌　バター ★人参　★小松菜　昆布　 雑穀入り玄米ご飯 黒砂糖 味噌　卵　牛乳 玉ねぎ　昆布　

野菜のナムル すき昆布煮

小松菜の味噌汁 かぼちゃの味噌汁

おやつ じゃがバター 462kcal おやつ 黒糖蒸しパン 494kcal

人参ご飯 ★米　★なたね油　胡麻　片栗粉 高野豆腐　ひきわり納豆　油揚げ ★人参　りんご　★大根　ごぼう

高野豆腐の揚げ煮 砂糖　★さつま芋 煮干し　味噌　牛乳 ★ねぎ　昆布　

りんご

野菜と納豆の味噌汁

おやつ kcal おやつ 蒸かし芋　牛乳 502kcal

ねぎ納豆 ★米　白滝　★なたね油　★里芋 納豆　油揚げ　豚肉　煮干し ★ねぎ　ごぼう　★人参　　 白菜納豆 ★米　★なたね油　★じゃが芋 納豆　油揚げ　豆乳　バター ★白菜　★大根　★人参　玉ねぎ

雑穀入り玄米ご飯 こんにゃく　砂糖 味噌 しめじ　粉寒天　りんごジュース 雑穀入り玄米ご飯 小麦粉　胡麻 ヨーグルト しめじ　バナナ

きんぴらごぼう ★ねぎ 大根炒り

芋の子汁（味噌味） 豆乳スープ

おやつ りんご寒天 468kcal おやつ バナナヨーグルト 470kcal

梅としらすご飯 ★米　胡麻　★なたね油　砂糖 しらす　豚ひき肉　高野豆腐 梅干し　★大根　★人参　りんご

大根のそぼろ煮 ★さつま芋　 煮干し　味噌　牛乳 ★ねぎ　昆布　

りんご

高野豆腐の味噌汁

おやつ 大学芋　牛乳 502kcal

白菜と胡麻納豆 ★米　胡麻　★なたね油　麩　 納豆　厚揚げ　味噌　煮干し　 ★白菜　★キャベツ　玉ねぎ

雑穀入り玄米ご飯 砂糖 ヨーグルト ★人参　乾しいたけ　若布

厚揚げの味噌炒め 昆布　バナナ　★ねぎ

若布の味噌汁

おやつ バナナヨーグルト 455kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　砂糖　胡麻　麩　小麦粉 たら　卵　煮干し　牛乳　チーズ ★ブロッコリー　★カリフラワー

タラの煮つけ ★人参　玉ねぎ　昆布　

温野菜サラダ

卵の清汁

おやつ チーズ蒸しパン 477kcal
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