
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料
ごはん きなこのケーキ 米、サラダ油 厚揚げ、豚小間肉 にんじん、玉ねぎ、ピーマン 塩、しょう油
生揚げのカレー炒め 牛乳 ホットケーキミックス 味噌、麩 きゅうり、もやし カレー粉
きゅうりのおかか和え 花かつお わかめ、りんご だし汁
味噌汁（麩・わかめ） 豆乳、きなこ
りんご 牛乳

ごはん ホットドッグ 米、さとう 豚小間肉、味噌 キャベツ、赤ピーマン 酒、しょう油
回鍋肉 牛乳 ごま油、ごま 麩 しょうが、ねぎ、わかめ 酢、塩
わかめのサラダ バターロール ウィンナー もやし、きゅうり、にんじん だし汁
清汁（ほうれん草・麩） サラダ油 牛乳 ほうれん草、りんご ケチャップ
りんご かたくり粉
五目うどん きのこごはん うどん、さとう 鶏小間肉、かじき にんじん、ねぎ、ほうれん草 だし汁、みりん
かじきの照り焼き 牛乳 米、ごま 牛乳 切干大根、もやし、きゅうり しょう油、塩
切干大根の和え物 サラダ油 梨 酒、酢
梨 えのき、しめじ

ごはん さつまい芋蒸しパン 米、パン粉、さとう 鶏ひき肉 にんじん、玉ねぎ 塩、しょう油
鶏肉のつくね焼き 牛乳 マカロニ、サラダ油 味噌 きゅうり、えのき、わかめ みりん、だし汁
マカロニサラダ エッグケアマヨネーズ 牛乳 りんご
味噌汁（えのき・わかめ） さつまいも
りんご ホットケーキミックス
ジャムサンド 炒めビーフン 食パン、じゃがいも 豚小間肉、ツナ缶 にんじん、玉ねぎ コンソメ、しょう油
じゃがいものカントリー煮 牛乳 サラダ油、さとう 豆乳 キャベツ、いんげん ケチャップ、ソース
キャベツのツナ和え ごま油、ビーフン 牛乳 コーンクリーム、パセリ缶 塩、中華だし
豆乳コーンスープ いちごジャム 梨、もやし
梨
ごはん スコーン　　　多文化 米、からくり粉 豚レバー、木綿豆腐 にんじん、ごぼう、しょうが しょう油、だし汁
レバーの竜田揚げ 牛乳 サラダ油 豆乳 こんにゃく、ピーマン 塩
きんぴらごぼう さとう、小麦粉 牛乳 わかめ、オレンジ 酒、みりん
清汁（豆腐・わかめ） いちごジャム ベーキングパウダー

オレンジ
ごはん 黒糖蒸しパン 米、サラダ油、さとう 豚小間肉 ピーマン、もやし、玉ねぎ しょう油
焼き肉 牛乳 ごま油、かたくり粉 味噌 しょうが、切干大根、にんじん みりん、だし汁
さつま芋の甘煮 さつまいも 豆乳 りんご
味噌汁（切干・にんじん） ホットケーキミックス 牛乳
りんご 黒さとう

カレーライス キャロットゼリー 米、じゃがいも 鶏小間肉、大豆水煮 にんじん、玉ねぎ、キャベツ カレールー
大豆サラダ 牛乳 サラダ油、小麦粉 ツナ缶 きゅうり、ホールコーン コンソメ、
梨 エッグケアマヨネーズ 牛乳 梨 ケチャップ、ソース

さとう オレンジジュース、粉寒天 塩

ごはん ミートスパゲティ 米、さとう かれい、味噌 玉ねぎ、にんじん、しめじ しょう油、だし汁
煮魚 牛乳 春雨、ごま油 豚ひき肉 かぼちゃ みりん、塩
春雨の中華炒め スパゲティ 牛乳 りんご ケチャップ、ソース
味噌汁（かぼちゃ・玉ねぎ） サラダ油、小麦粉 パセリ缶
りんご
ロールパン ふりかけおにぎり バターロール 鶏小間肉、ツナ缶 玉ねぎ、パセリ、ひじき コンソメ、しょう油
豆乳チキングラタン 牛乳 小麦粉、サラダ油 ちりめん きゅうり、にんじん、小松菜 塩
ひじきとツナのサラダ パン粉、ごま油 豆乳 もやし、パセリ缶 酢
コンソメスープ 米、さとう 牛乳 梨
梨 ごま 粉チーズ 青のり
ごはん ココアケーキ 米、黒ごま、小麦粉 豚肉、大豆水煮 にんじん、こんにゃく しょう油、塩
豚肉の南部揚げ 牛乳 サラダ油、さとう 味噌 いんげん、なめこ、大根 みりん、だし汁
五目煮豆 豆乳 オレンジ ベーキングパウダー

味噌汁（大根・なめこ） 牛乳 純ココア
りんご
中華丼 プチピザ（餃子の皮） 米、さとう 豚小間肉 玉ねぎ、にんじん、白菜 鶏がらスープ
もやしの三杯酢 牛乳 餃子の皮 ツナ缶、ピザ用チーズ 絹さや、もやし、きゅうり 酒、しょう油
わかめスープ エッグケアマヨネーズ 牛乳 わかめ、ねぎ、梨 酢、塩
梨 かたくり粉 ホールコーン、パセリ缶 ケチャップ

ごはん ゼリー、クラッカー 米、さとう 鶏小間肉、大豆水煮 にんじん、いんげん 酒、みりん
鶏肉と大豆の旨煮 牛乳 じゃがいも 味噌 きゅうり、わかめ、玉ねぎ しょう油、塩
ポテトサラダ エッグケアマヨネーズ 牛乳 りんご だし汁
味噌汁（わかめ・玉ねぎ） クラッカー ぶどうジュース、粉寒天
りんご
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朝のおやつは



熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

ごはん カレー焼きうどん 米、小麦粉、サラダ油 鶏もも肉、厚揚げ しょうが、きゅうり、トマト しょう油、だし汁
鶏肉の南蛮漬け 牛乳 さとう、里芋 味噌 もやし、梨 酒、みりん
里芋の煮物 うどん 豚小間肉 玉ねぎ、にんじん 酢
味噌汁（もやし・厚揚げ） 牛乳 干ししいたけ カレー粉
梨 パセリ缶
炊き込みご飯　　　　お誕生日会 パウンドケーキ 米、黒ごま 鶏もも肉 にんじん、こんにゃく、しめじ しょう油、塩
鶏肉のごま焼き 牛乳 小麦粉 油揚げ、味噌 もやし、わかめ、きゅうり 酒、みりん
和風サラダ サラダ油、さとう 豆乳 ホールコーン、大根 だし汁
味噌汁（大根・油揚げ） 牛乳 巨峰 酢
ぶどう かぼちゃ ベーキングパウダー

わかめときのこのうどん コーンピラフ うどん 鮭 わかめ、しめじ、えのき しょう油、だし汁
鮭のもみじ焼き 牛乳 エッグケアマヨネーズ 牛乳 にんじん、ねぎ、ほうれん草 塩、みりん
ほうれん草の和え物 米、サラダ油、小麦粉 もやし、りんご コンソメ
りんご 玉ねぎ、ホールコーン

ジャムサンド おはぎ 食パン、サラダ油 豚小間肉 玉ねぎ、マッシュルーム ケチャップ、ソース
ポークチャップ 牛乳 いちごジャム、じゃがいも 豆乳 ひじき、にんじん、きゅうり コンソメ、塩
ひじきサラダ もち米、米、さとう きなこ ホールコーン、梨 酢、しょう油
豆乳スープ 黒ごま 牛乳
梨
ごはん ツナおにぎり 米 高野豆腐、鶏もも肉 にんじん、大根、いんげん しょう油、だし汁
高野豆腐と鶏肉の煮物 牛乳 さとう 花かつお、味噌 ほうれん草、もやし
三色おひたし ツナ缶 わかめ、玉ねぎ、オレンジ
味噌汁（わかめ・玉ねぎ） 牛乳
オレンジ

ごはん 焼そば 米、かたくり粉、サラダ油 木綿豆腐、豚ひき肉 ねぎ、にんじん、ひじき しょう油、だし汁
豆腐の落とし揚げ 牛乳 さとう 豚小間肉 かぼちゃ 塩
かぼちゃの含め煮 焼きそば麺 牛乳 えのき、わかめ、梨 ソース
清汁（えのき・わかめ） もやし、玉ねぎ、青のり
梨
ロールパン 中華おこわ バターロール 鶏もも肉 ピーマン、玉ねぎ ケチャップ
鶏肉のピザ焼き 牛乳 小麦粉、サラダ油 ピザ用チーズ にんじん、きゅうり、もやし 塩、コンソメ
野菜スティック エッグケアマヨネーズ 鶏小間肉 キャベツ、オレンジ 酒、しょう油
もやしのスープ 米、もち米 牛乳 干ししいたけ
オレンジ ごま
ごはん きつねうどん 米、小麦粉、サラダ油 さんま、絹豆腐 にんじん、きゅうり、もやし しょう油、塩
さんまの蒲焼風 牛乳 春雨、さとう 味噌 オクラ、梨 だし汁
春雨の和え物 うどん 油揚げ ねぎ 酢
味噌汁（豆腐・オクラ） 牛乳
梨
ドライカレー ナポリタン 米、小麦粉、サラダ油 豚ひき肉 玉ねぎ、にんじん ソース、カレールー
コールスローサラダ 牛乳 さとう ウインナー 赤ピーマン、黄ピーマン 塩
りんご 牛乳 なす、トマト缶、きゅうり 酢

キャベツ、りんご

ごはん マーマレード蒸しパン 米、さとう 豚小間肉、大豆水煮 大根、にんじん、ひじき しょう油、だし汁
豚大根 牛乳 ホットケーキミックス 絹豆腐、味噌 しょうが みりん
ひじき五目煮 マーマレードジャム 豆乳 こんにゃく、いんげん
味噌汁（えのき・豆腐） 牛乳 えのき、梨
梨
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・お誕生日会は19日です。
・今月のくだものは、
オレンジ・りんご・なし・巨峰です。




