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にら納豆 ★米　★なたね油　★じゃが芋 納豆　豆腐　鶏肉　卵　煮干し ★にら　干しいたけ　ごぼう 胡麻だれそうめん そうめん　★なたね油　胡麻 卵　煮干し　牛乳 ★きゅうり　若布　昆布

雑穀入り玄米ご飯 砂糖 ヨーグルト　味噌 人参　若布　昆布　バナナ いんげんの素揚げ ★とうもろこし ★いんげん　バナナ

炒り豆腐 とうもろこし

じゃが芋の味噌汁

おやつ バナナヨーグルト 474kcal おやつ バナナ　牛乳 462kcal

ごま塩ご飯 ★米　胡麻　小麦粉　 鮭　鰹節　厚揚げ　煮干し　 人参　★きゅうり　 豆ご飯 ★米　胡麻　★なたね油 豆　油あげ　厚揚げ　煮干し すき昆布　人参　★ミニトマト

鮭のムニエル・人参グラッセ ★なたね油　砂糖　 味噌　バター ★いんげん　しめじ　昆布 すき昆布の炒め物 白滝 味噌 ★キャベツ　昆布　

きゅうりのおかか和え ★すいか ミニトマト グレープフルーツ

いんげんの味噌汁 キャベツの味噌汁

おやつ すいか 446kcal おやつ グレープフルーツ 429kcal

夏野菜ドライカレー ★米　じゃが芋　★なたね油 豚ひき肉　煮干し　牛乳 生姜　にんにく　人参 小松菜の味噌納豆 ★米　麩　★なたね油 納豆　味噌　鰹節　油揚げ ★小松菜　ひじき　人参

野菜サラダ ★とうもろこし　砂糖 玉ねぎ　★ピーマン 雑穀入り玄米ご飯 砂糖　白滝 煮干し　牛乳 昆布　白菜　★かぼちゃ

バナナ　 ごま油 ★なす　レタス　★きゅうり ひじき炒り

オクラのスープ ★オクラ　えのき　バナナ 白菜の味噌汁

おやつ 牛乳寒天 昆布　寒天粉 514kcal おやつ かぼちゃの甘煮　牛乳 496kcal

人参ご飯 ★米　★なたね油　胡麻 油揚げ　厚揚げ　豚肉 人参　★キャベツ　玉ねぎ 中華丼風 ★米　★なたね油　片栗粉 豚肉　卵　煮干し　ヨーグルト 白菜　玉ねぎ　人参

厚揚げの味噌炒め 味噌　卵　煮干し しめじ　★にら　昆布　 春雨サラダ ごま油　★とうもろこし 干しいたけ　きぬさや

にら玉汁 オレンジ オレンジ 砂糖　春雨 もやし　★きゅうり　オレンジ

小松菜の中華スープ ★小松菜　えのき　昆布

おやつ オレンジ 476kcal おやつ フルーツヨーグルト バナナ　キウイ 479kcal

小松菜納豆 ★米　★なたね油　麩　砂糖 納豆　油揚げ　煮干し　味噌 ★小松菜　刻み昆布　 雑穀入り玄米ご飯 ★米　砂糖　白玉粉　片栗粉 鮭　鰹節　豆腐　煮干し ★小松菜　もやし　人参

雑穀入り玄米ご飯 白滝 牛乳 切干大根　人参　★キャベツ 鮭の照り焼き 味噌　油揚げ ねぎ　昆布

切り昆布と切干大根炒り 昆布　★かぼちゃ 小松菜のお浸し

キャベツの味噌汁 豆腐の味噌汁

おやつ かぼちゃの甘煮　牛乳 459kcal おやつ しょうゆ団子 468kcal

モロヘイヤ納豆 ★米　★なたね油　砂糖 納豆　油揚げ　煮干し　味噌 ★モロヘイヤ　ごぼう　 ほうれん草納豆 ★米　★じゃが芋　★なたね油 納豆　鶏肉　煮干し　味噌 ほうれん草　玉ねぎ

雑穀入り玄米ご飯 白滝 ヨーグルト　 人参　★かぼちゃ　玉ねぎ 雑穀入り玄米ご飯 麩　白滝 牛乳 人参　★いんげん　若布

金平ごぼう 昆布　バナナ　キウイ 鶏じゃが 昆布　バナナ

かぼちゃの味噌汁 若布の味噌汁

おやつ フルーツヨーグルト 450kcal おやつ バナナ　牛乳 525kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　麩　★とうもろこし 鯖　卵　煮干し ★トマト　★小松菜　えのき

鯖の塩焼き・トマト ねぎ　昆布

小松菜とえのきのお浸し

卵の清汁

おやつ とうもろこし 451kcal おやつ kcal

麻婆豆腐丼 ★米　★なたね油　片栗粉 豆腐　豚ひき肉　味噌 干しいたけ　ねぎ　生姜 しめじとねぎ納豆 ★米　★なたね油　さつま芋 納豆　厚揚げ　煮干し しめじ　ねぎ　チンゲン菜

若布とオクラの中華和え ごま油　砂糖 油揚げ　煮干し　牛乳 にんにく　★にら　★オクラ 雑穀入り玄米ご飯 味噌　牛乳 玉ねぎ　人参　干しいたけ

なすの味噌汁 若布　★なす　しめじ　昆布 厚揚げの炒め物 ★いんげん　★なす　昆布

バナナ いんげんとなすの味噌汁

おやつ バナナ　牛乳 479kcal おやつ 蒸かし芋　牛乳 514kcal

若布ご飯 ★米　胡麻　★なたね油　麩 高野豆腐　鰹節　煮干し 若布　人参　干しいたけ　 小松菜とじゃこ納豆 ★米　片栗粉　★なたね油 納豆　しらす　高野豆腐 ★小松菜　★オクラ　もやし

高野豆腐と野菜煮 白玉粉　砂糖 味噌　きな粉 ★小松菜　オレンジ　 雑穀入り玄米ご飯 砂糖　麩 煮干し　味噌　ヨーグルト ほうれん草　昆布　バナナ

オレンジ ★いんげん　玉ねぎ　昆布 高野豆腐の揚げ煮・オクラ

いんげんの味噌汁 もやしの味噌汁

おやつ きな粉団子 458kcal おやつ バナナヨーグルト 457kcal

水かけまんま ★米　胡麻　★なたね油　 しらす　味噌　煮干し　大豆 梅干　刻みのり　昆布 雑穀入り玄米ご飯 ★米　砂糖　黒蜜 たら　味噌　油揚げ　煮干し しめじ　黄色ピーマン

五目大豆煮 こんにゃく　さつま芋 鰹節　牛乳 ごぼう　人参　干しいたけ たらと野菜の味噌焼き 牛乳　きな粉 赤ピーマン　★キャベツ

メロン ★いんげん　★メロン 若布とキャベツのお浸し 若布　★かぼちゃ　玉ねぎ

牛乳 かぼちゃの味噌汁 昆布　寒天粉

おやつ 蒸かし芋 454kcal おやつ きな粉牛乳寒天の黒蜜かけ 437kcal

コーンライス ★米　★とうもろこし　 バター　豚肉　豆乳　牛乳 もやし　★キャベツ　人参

野菜炒め ★なたね油　★じゃが芋　小麦粉 ★ピーマン　グレープフルーツ

グレープフルーツ 玉ねぎ　バナナ

豆乳シチュー

おやつ kcal おやつ バナナ　牛乳 523kcal

おやつ kcal

☆お米は国産はえぬきを使用しています。
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