
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日

朝食 ごはん チョコクリスピー・牛乳 調理パン 調理パン
わかめと揚げの味噌汁 キャベツとベーコンのスープ おにぎり おにぎり
くわいとひじきの肉団子2個 ハムチーズピカタ 選べる飲み物ゼリー 選べる飲み物ゼリー

小松菜の和え物 えびとブロッコリーのサラダ おかわり用ごはん味噌汁 おかわり用ごはん味噌汁

ホワイト乳酸菌 バナナ

昼食 コッペパン・ごまロール 麦ご飯 ごはん ソース焼きそば

いちごジャム・牛乳 豆腐と葱の味噌汁 ジンジャースープ とろみスープ

ミネストローネ さばの塩焼き タンドリーチキン サニーレタスサラダ

じゃがいものチーズ焼き ミモザサラダ 千切りキャベツサラダ 甘夏ゼリー

サラダ菜きゅうりサラダ 筑前煮 牛乳・ミルメーク

夕食 ビーフストロガノフ つけ麺 さんまのかば焼き丼 ビーフカレー

骨付きウインナー3個 もち米肉団子2個 野菜味噌汁 牛乳

グリーンサラダ もやしの中華サラダ ほうれん草と豚しゃぶの胡麻和え カリフラワーの卵サラダ

クリームコンフェ フルーチェ 春雨サラダ 海藻サラダ

グレープジュース

5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

朝食 ごはん ﾌﾙｰﾂｸﾞﾗﾉｰﾗ牛乳 ごはん ごはん ホットケーキ ごはん 調理パン
キャベツとえのきの味噌汁 ロールパン 麩と葱の味噌汁 わかめと豆腐の味噌汁 野菜スープ ふのりと揚げの味噌汁 おにぎり
さばの照り焼き 白菜とベーコンのスープ 味噌だれ肉だんご2個 肉詰めいなり2個 チーズオムレツ 豆腐ハンバーグ 選べる飲み物ゼリー

菜の花のおひたし チキンステーキ 肉野菜炒め 小松菜とエリンギソテー コールスローサラダ ほうれん草のおひたし おかわり用ごはん味噌汁

玉子焼き 茹でブロッコリー＆ミニトマト ヨーグルト バナナ 牛乳 切干大根の煮物

昼食 ごはん ごはん ピザトースト ごはん ごはん ごはん 野菜味噌ラーメン

豚もやしスープ すいとん コーンスープ えのきとたまごの味噌汁 キャベツと豚肉の塩麹スープ わかめともやしのスープ かぶとえびのマリネ

えびカツ 焼き鮭 フライドチキン さわらの山椒焼き さばの塩焼き 酢豚 牛乳

リーフレタスサラダ サラダ菜トマトサラダ シンプルサラダ パリパリわんたんサラダ 水菜とハムのサラダ ベビーリーフサラダ コーヒーゼリー

牛乳 ポテトサラダ 野菜ジュース きんぴらごぼう プチクレープ 牛乳

夕食 ごはん 長崎ちゃんぽん 十八穀米(そば含まない表示) ごはん スパゲティミートソース 親子丼 ごはん

秋野菜味噌汁 肉しゅうまい2個 根菜の味噌汁 のっぺい汁 ポテトのアーリオオリオ(仕切り皿) えのきの味噌汁 えのきとにら味噌汁

豚肉のしょうが炒め 水菜とコーンのサラダ 豚キムチ炒め 鶏の味噌漬け焼き5個 コブサラダ 白玉ぎょうざ3個 チキンガーリックトマトソース

ベビーリーフサラダ 焼き芋 生ほうれん草サラダ レタストマトサラダ ゴールドキウイ 大根ときゅうりのピリ辛和え 海藻サラダ

抹茶プリン 牛乳 牛乳飲み放題 フルーツ杏仁 早生みかん

12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日

朝食 ごはん ロールパン ごはん ごはん ミルクパン2個 ごはん 調理パン
麩とキャベツの味噌汁 チーズデニッシュ 厚揚げと葉大根の噌汁 白菜の味噌汁 黒ごまパン コーンスープ おにぎり
根菜ハンバーグ ミネストローネ 焼きさんま たまご焼き2個 ココア 黒こしょうチキン2個 選べる飲み物ゼリー

小松菜のおひたし 卵とチーズのオーブン焼き もやしナムル ウインナーソテー２本 チーズ肉団子 えびとブロッコリーのサラダ おかわり用ごはん味噌汁

那須の温泉卵 ベビーリーフサラダ 五目ひじき煮 菜の花とシーチキンのサラダ ベビーリーフサラダ ヨーグルト

牛乳 さつまいも煮3個

昼食 ごはん ごはん くるみ食パン キムチチャーハン ごはん ごはん 完熟トマトのハヤシライス

きりたんぽ鍋スープ 大根と葱のスープ ポトフ風スープ わかめスープ ふかひれスープ ジンジャースープ レタスと卵のサラダ

赤魚の煮つけ 山賊焼き(山口県風) マカロニグラタン まぐろカツ チンジャオロース チキン南蛮 牛乳

水菜とコーンのサラダ コブサラダ シンプルサラダ 千切りキャベツサラダ ツナレタスサラダ 手作りタルタル 型抜きレアチーズいちご

焼きビーフン エッグタルト ホテルバター 牛乳 プッチンプリン シンプルサラダ

グレープジュース 甘夏ゼリー

夕食 ごはん ジャージャーメン ごはん ごはん ほうとう ごはん ごはん

肉豆腐 たこやき3個 せんべい汁 野菜味噌汁 小龍包2個 厚揚げと小松菜の味噌汁 塩ちゃんこ鍋風スープ

海鮮しゅうまい2個 生ほうれん草サラダ 豚肉の塩ダレ炒め 鶏肉のおろし煮 バンバンジー風サラダ 和風おろしハンバーグ 豚肉と玉ねぎのポン酢炒め

中華くらげサラダ アセロラゼリー サラダ菜サラダ 水菜とえびのサラダ 柿 クルトンサラダ ミックス野菜サラダ

牛乳 りんご14 黒蜜抹茶ゼリー 牛乳 フルーツ白玉

19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日

朝食 ごはん ごはん しらすごはん コーンフレーク・牛乳 調理パン ごはん 調理パン
麩と葱の味噌汁 厚揚げとキャベツの味噌汁 たまねぎとふのりの味噌汁 デニッシュ食パン2枚 おにぎり かぶの味噌汁 おにぎり
あじの塩焼き 鶏つくね2個 肉じゃが ポトフ風スープ 選べる飲み物ゼリー いわしの梅煮 選べる飲み物ゼリー

チンゲン菜と豚肉の炒め物 大根おろし アロエヨーグルト チキングラタン おかわり用ごはん味噌汁 小松菜とひき肉ソテー おかわり用ごはん味噌汁

野菜の煮物 小松菜のおひたし もやしサラダ レタストマトサラダ ホワイト乳酸菌

昼食 麦ご飯 クロワッサン ごはん ごはん ごはん ごはん 豚丼

まいたけとにんじんの味噌汁 ミニメロンパン2個 豚汁 ほうれん草と揚げの味噌汁 白菜とベーコンのスープ 豆腐となめこの味噌汁 わかめと葱の味噌汁

照り焼きチキン 秋野菜シチュー 鮭のホイル焼き ひれかつ ハンバーグ 豚キムチ炒め もやしの中華サラダ

水菜のサラダ 骨付きウインナー グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ シーザーサラダ サラダ菜サラダ ミルクプリン

とろろ グリーンサラダ ティラミス みかん 牛乳 スイートポテト

オレンジジュース

夕食 ごはん 鶏そば 麻婆丼 ごはん カルボナーラ オリジナルカレー ごはん

わかめと大根のスープ 春巻き2個 もやしとにらのスープ 根菜の味噌汁 ノンフライナゲット4個 エビフライ 大根スープ

回鍋肉 海藻サラダ たこやき チキンソテー シンプルサラダ ミックス野菜サラダ なすのチリソース炒め

サニーレタスサラダ フルーツ杏仁 中華レタスサラダ クルトンサラダ ラフランスゼリー グレープフルーツジュース ベビーリーフサラダ

牛乳 牛乳 牛乳 じゃがいもとうずらの甘辛煮 白いおさつスティック・牛乳

26日 27日 28日 29日 30日

朝食 ごはん 食パン ごはん 食パン お茶漬け

じゃがいもと玉葱の味噌汁 ブラック＆ホワイトチョコ 白菜と麩の味噌汁 野菜のトマトコンソメスープ 味噌だれ肉だんご2個

和風醤油チキン２個 かぼちゃのクリームスープ 豆腐ハンバーグ ハムステーキ ほうれん草のおひたし

ほうれん草の胡麻和え アスパラベーコン巻き２個 チンゲン菜とベーコンの炒め物 たまごサラダ オレンジ

しそひじき 茹でブロッコリー＆ミニトマト ヨーグルト スライスチーズ

牛乳 牛乳

昼食 チキンライス ごはん 菜めし ごはん ごはん

白菜のしょうがスープ キャベツとえのきの味噌汁 きりたんぽ鍋スープ 豚汁 かぼちゃの味噌汁

かにクリームコロッケ 鶏のさっぱりジンジャー煮5個 カレイのしょうが煮 あじフライ 豚肉のカレー醤油炒め

グリーンサラダ リーフレタスサラダ キャベツと水菜のサラダ シンプルサラダ スナップエンドウおかか和え

フルーツナタデココ かぼちゃと栗のサラダ シューフルーツ キャラメルポテト４個 牛乳

夕食 ごはん 肉うどん ごはん ごはん 坦々麺

せんべい汁 大根ときゅうりのピリ辛 高野豆腐と小松菜の味噌汁 にらと厚揚げの味噌汁 高菜焼売3個

さばの味噌煮 しそ巻きぎょうざ3個 豚肉のスタミナ炒め プルコギ ごぼうサラダ

サラダ菜サラダ エッグタルト シーザーサラダ 海藻サラダ フルーツ杏仁

牛乳 牛乳 りんごとカルピスゼリー

2018年 11月 月間献立表

♪メモ
天候により、献立が変更になるこ

とがあります。ご了承ください。

最近、朝夕と寒くなってきました。

朝は寒くてなかなか起きられない

人もいると思いますが、体を温め

るためにも朝食を摂り、眠っていた

脳と身体を起こしてあげましょう。

時間がない時には、スープやみそ

汁、ヨーグルトやバナナだけでもい

いいので、なにか食べていくように

しましょう♪


