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チキンライス ★米　★なたね油　胡麻　砂糖 鶏肉　バター 玉ねぎ　人参　ブロッコリー

ブロッコリーのサラダ 胡麻油　白玉粉　片栗粉 カリフラワー　オレンジ

オレンジ チンゲン菜　★大根

チンゲン菜のコンソメスープ

おやつ おやつ しょうゆ団子 512kcal

ほうれん草納豆 ★米　★じゃが芋　 納豆　豚ひき肉　厚揚げ　煮干し ほうれん草　玉ねぎ　キャベツ　

雑穀入り玄米ご飯 味噌　鰹節 人参　しめじ　えのき　昆布

マッシュポテト・ゆで野菜

しめじとえのきの味噌汁

おやつ おやつ おにぎり 475kcal

しらす納豆 ★米　白滝　★なたね油　麩 納豆　しらす　油揚げ　煮干し ★切干大根　切り昆布　人参　　 若布ご飯 ★米　胡麻　★なたね油　 竹輪　卵　煮干し　牛乳 若布　★大根　人参　バナナ

雑穀入り玄米ご飯 味噌 ★白菜　しめじ　昆布　バナナ 大根炒り さつま芋 にら　昆布

切り昆布と切干大根炒り バナナ

白菜の味噌汁 にらと卵の清汁

おやつ バナナ 462kcal おやつ ふかし芋　牛乳 481kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　白滝　麩　★なたね油　 鯖　鰹節　豆腐　油揚げ　煮干し 小松菜　人参　昆布　せり　 ねぎ納豆 ★米　★なたね油　砂糖 納豆　高野豆腐　鰹節　煮干し ★ねぎ　人参　乾しいたけ

鯖の塩焼き 胡麻 味噌　納豆 若布 雑穀入り玄米ご飯 油揚げ　味噌　ヨーグルト 小松菜　★かぶ　昆布　バナナ

小松菜の煮浸し 高野豆腐と野菜煮 キウイフルーツ　りんご

納豆汁 かぶの味噌汁

おやつ おにぎり 498kcal おやつ フルーツヨーグルト 474kcal

ひじきご飯 ★米　★なたね油　こんにゃく 油揚げ　大豆　鰹節　煮干し　 ひじき　人参　★ごぼう　昆布 雑穀入り玄米ご飯 ★米　さつま芋　小麦粉　黒砂糖 カレイ　鰹節　煮干し　味噌 ★白菜　もやし　人参　玉ねぎ

五目大豆煮 麩　さつま芋　マーガリン　砂糖 味噌　牛乳 乾しいたけ　キウイフルーツ　 カレイの煮付け 卵　牛乳 昆布

キウイフルーツ チンゲン菜　 白菜のお浸し

チンゲン菜の味噌汁 さつま芋の味噌汁

おやつ スイートポテト　牛乳 485kcal おやつ 黒糖蒸しパン　牛乳 476kcal

中華丼風 ★米　★なたね油　片栗粉　砂糖 豚肉　油揚げ　煮干し　味噌 ★白菜　玉ねぎ　人参　もやし

春雨サラダ 胡麻油　胡麻　春雨 バター 乾しいたけ　きゅうり　りんご

りんご キャベツ　昆布　★かぼちゃ

キャベツの味噌汁

おやつ おやつ マッシュかぼちゃ　 483kcal

にら納豆 ★米　白滝　★なたね油　 納豆　豚ひき肉　煮干し　味噌 にら　すき昆布　人参　★大根 しめじ納豆 胡麻　★米　★なたね油　麩 納豆　厚揚げ　豚ひき肉　味噌 しめじ　★大根　人参　昆布

雑穀入り玄米ご飯 白玉粉　砂糖 きな粉 ★大根葉　昆布 雑穀入り玄米ご飯 煮干し　牛乳 ほうれん草　バナナ

すき昆布煮 大根と厚揚げのそぼろ煮

大根の味噌汁 ほうれん草の味噌汁

おやつ きな粉団子 485kcal おやつ バナナ　牛乳 489kcal

麻婆豆腐丼 ★米　★なたね油　片栗粉　 豆腐　豚ひき肉　味噌　卵　 ★ねぎ　生姜　にんにく　にら

若布ともやしのお浸し 胡麻油　胡麻　砂糖 煮干し　牛乳 もやし　若布　バナナ　玉ねぎ

バナナ 　 乾しいたけ　昆布　粉寒天

卵の中華スープ

おやつ 牛乳寒天 477kcal おやつ

チキンカレーライス ★米　★じゃが芋　★なたね油　 鶏肉　 生姜　にんにく　人参　玉ねぎ 雑穀入り玄米ご飯 ★米　小麦粉　★なたね油　砂糖 鮭　牛乳　バター キャベツ　もやし　玉ねぎ

野菜サラダ 砂糖 キャベツ　きゅうり　オレンジ 鮭のムニエル 人参　粉寒天　オレンジジュース

オレンジ りんご　レモン 野菜ソテー

キャロットスープ

おやつ 煮りんご 474kcal おやつ オレンジ寒天 479kcal

炊き込みご飯 ★米　★なたね油　★じゃが芋 油揚げ　豚肉　煮干し　味噌 ★ごぼう　人参　乾しいたけ　 しらす納豆 ★米　麩　★なたね油　 納豆　しらす　鰹節　豚肉 小松菜　人参　昆布　★大根

野菜炒め 砂糖 バター　牛乳 キャベツ　玉ねぎ　若布　昆布 雑穀入り玄米ご飯 こんにゃく　砂糖 油揚げ　煮干し　味噌 ★ごぼう　★ねぎ　バナナ

グレープフルーツ グレープフルーツ　★かぼちゃ 小松菜と麩の炒め煮 ヨーグルト

じゃが芋の味噌汁 豚汁

おやつ マッシュかぼちゃ　牛乳 477kcal おやつ バナナヨーグルト 462kcal

白菜と胡麻納豆 胡麻　★米　★なたね油　麩 納豆　おから　油揚げ　煮干し　 ★白菜　乾しいたけ　★ごぼう

雑穀入り玄米ご飯 こんにゃく　砂糖 味噌　ヨーグルト 人参　★ねぎ　ほうれん草

おから炒り えのき　昆布　バナナ　りんご

ほうれん草とえのきの味噌汁 キウイフルーツ

おやつ フルーツヨーグルト 462kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　砂糖　胡麻　小麦粉　 鮭　味噌　油揚げ　煮干し　卵 ひじき　キャベツ　きゅうり

鮭の味噌焼き ★なたね油 牛乳 人参　★かぼちゃ　玉ねぎ　昆布

ひじきサラダ バナナ

かぼちゃの味噌汁

おやつ バナナケーキ　牛乳 506kcal
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9 月 25 水

昼食6 金 24 火

成人の日

昼食 昼食5 木 23 月

昼食 昼食4 水 20 金
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1月の献立 めばえの森
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