
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

朝食 ごはん ごはん 黒糖食パン ﾌﾙｰﾂｸﾞﾗﾉｰﾗ ごはん ホットケーキ 調理パン
精進汁 もやしとチンゲン菜の味噌汁 具だくさんスープ 牛乳 じゃがいもと玉葱の味噌汁 ポトフ風スープ おにぎり
味噌だれ肉だんご2個 野菜の焼きつくね1個 スコッチエッグ デニッシュ食パン 肉詰めいなり ミニグラタン 選べる飲み物ゼリー

五目ひじき煮 菜の花のおひたし レタスコーンサラダ ベーコンスクランブルエッグ 小松菜豚肉炒め 牛乳 おかわり用ごはん味噌汁

ヨーグルト 那須の温泉卵 バナナ ベビーリーフサラダ 緑の野菜ジュース ゆでブロッコリー

昼食 コッペパン・ごまロール ごはん 菜めし 完熟トマトのハヤシライス ごはん 麦ご飯 オム焼きそば

りんごジュース わかめと大根のスープ 豆腐と葱の味噌汁 ポテトサラダ きりたんぽ鍋スープ 大根の味噌汁 チンゲン菜の中華スープ

チョコレートスプレッド 酢豚 カレイのごま焼き リーフレタスサラダ さばの塩焼き 牛肉とごぼうの甘辛煮 ミックス野菜サラダ

チキントマトクリームシチュー 生ほうれん草サラダ サラダ菜トマトサラダ ぶどうカットゼリー ニース風サラダ 生ほうれん草サラダ 牛乳

レタスコーンサラダ フルーツ杏仁 生どら焼きカット れんこんのきんぴら キャラメルポテト４個

夕食 5色まぜごはん 稲庭風うどん ごはん ごはん カルボナーラ かき揚げ丼 ごはん

にらと揚げの味噌汁 黒豚しゅうまい3個 キャベツと揚げの味噌汁 マカロニスープ ミニアメリカンドッグ4個 もやしとわかめのスープ 豚汁

鶏肉のおろし煮 中華レタスサラダ 豚肉のしょうが炒め タンドリーチキン グリーンサラダ ガーリック骨付きチキン さんまの塩焼き

シンプルサラダ 牛乳 水菜の韓国風サラダ マリネ風サラダ りんご サラダ菜トマトサラダ 水菜のサラダ

牛乳 牛乳 フルーチェ コーヒーゼリー

8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日

朝食 選べるお茶漬け ごはん ごはん ミニ食パン ごはん チョコクリスピー・牛乳 調理パン
肉巻きごぼう2個 白菜と麩の味噌汁 じゃがいもと玉葱の味噌汁 白パン かぶの味噌汁 黒糖パン おにぎり
もやしナムル 具だくさんオムレツ(卵乳) 若鶏のごま照り焼き ココア・ｵﾚﾝｼ レモンバジルチキン2個 かぼちゃのプチグラタン 選べる飲み物ゼリー

かぼちゃの煮物 菜の花のおひたし サニーレタスサラダ トマトケチャップ肉団子3個 マカロニサラダ シンプルサラダ おかわり用ごはん味噌汁

バナナ しそひじき ベビーリーフサラダ 味付きのり

昼食 チリコンカンライス ごはん クロワッサン2個 十八穀米 ごはん ごはん しょうゆラーメン(あっさり・こってり)

牛乳 豆腐と小松菜の味噌汁 オレンジデニッシュ2個 大根の味噌汁 ワンタンスープ キムチ鍋風スープ もやしナムル

ハッシュドポテト 鮭のホイル焼き（ﾊﾞﾀ） 秋野菜シチュー(乳さつまいも) 山賊焼き(山口県風) 和風おろしハンバーグ あじの唐揚げ ひとくちいもようかん

サニーレタスサラダ 生ほうれん草サラダ 骨付きウインナー3個 千切りキャベツサラダ リーフレタスサラダ 海藻サラダ

白玉のあずきミルク ブロッコリーの卵サラダ 雪見だいふく プチシュークリーム3個 たまごサラダ

夕食 ごはん 選べるラーメン 豚丼 ごはん 味噌煮込み風うどん ごはん ごはん

わかめと揚げの味噌汁 大きい餃子 なめことねぎの味噌汁 白菜とたまごの味噌汁(たまごみそ) 焼き芋 玉ねぎとわかめの味噌汁 キャベツと豚肉の味噌汁

鶏のさっぱりジンジャー煮5個 バンバンジー風サラダL ごぼうサラダ ヒレカツ かぶとえびのマリネ なすのチリソース炒め メバルの煮つけ

サラダ菜きゅうりサラダ 牛乳 春雨サラダ(大豆卵) 海藻サラダ 牛乳 水菜とツナのサラダ グリーンサラダ

抹茶プリン（大豆卵） カスタードクレープ 牛乳 プッチンプリン 麦芽豆乳

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日

朝食 ごはん イングリッシュマフィン ごはん ごはん ごはん 玄米フレークいちごのせ・牛乳 調理パン
白菜のしょうがスープ ﾁｰｽﾞﾃﾞﾆｯｼｭ 大根とえのきの味噌汁 厚揚げと玉ねぎの味噌汁 さつまいもの味噌汁 ミニグラタン おにぎり
焼き鮭 つぶつぶコーンスープ レバー入り肉団子2個 チキンステーキ 豚肉いんげん巻き2個 キャベツとエリンギソテー 選べる飲み物ゼリー

ほうれん草の胡麻和え ソーセージステーキ チンゲン菜のおひたし 野菜ソテー 小松菜ツナ炒め バナナ おかわり用ごはん味噌汁

ヨーグルト 目玉焼き 納豆 オレンジ ホワイト乳酸菌

ミックス野菜サラダ

オレンジジュース

昼食 ごはん ごはん ごはん コッペパン・ホテルバター ごはん ごはん スパゲティミートソース

けんちん汁 せんべい汁 豚汁 オレンジデニッシュ2個 キャベツと豚肉の塩麹スープ のっぺい汁 トッピング

鶏の竜田揚げ5個 さばの塩焼き 赤魚の煮つけ ビーフシチュー 豚肉のカレー醤油炒め さわらの山椒焼き ミックス野菜サラダ

千切りキャベツサラダ クルトンサラダ 水菜のサラダ ミニトマトサラダ パリパリわんたんサラダ ミモザサラダ アセロラゼリー

柿 ひじきと牛肉の煮物 エッグタルト たまごとｶﾆかまのｻﾗﾀﾞ 和梨 かぼちゃプリン

夕食 ごはん トマトクリームスパゲティ ごはん ごはん 塩焼きそば 牛丼 ごはん

根菜の味噌汁 トッピング 肉豆腐 中華たまごスープ 白玉ぎょうざ3個 えのきと卵の味噌汁 麩と葱の味噌汁

豚キムチ炒め クランチポテト 紅生姜の落とし揚げ2個 回鍋肉 サラダ菜トマトサラダ たい焼き チキンソテー(選べるたれ）

ツナサラダ菜サラダ レタスきゅうりサラダ スナップエンドウのおかか和え 春雨のマヨポン酢サラダ 牛乳 海藻サラダ クルトンサラダ

ブルーベリータルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳.ミルメークコーヒー

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

朝食 ごはん ごはん ホットドッグ・牛乳 しらすごはん コーンフレーク・牛乳 ごはん 調理パン
秋野菜味噌汁 厚揚げとわかめの味噌汁 デニッシュ食パン2枚 じゃがいもと玉葱の味噌汁 チーズパン2個 ほうれん草と揚げの味噌汁 おにぎり
ほうれん草オムレツ 焼きさんま 野菜スープ さばの照り焼き 炒めキャベツのオニオンスープ くわいとひじきの肉団子2個 選べる飲み物ゼリー

赤ウインナー2本 肉野菜炒め ミニラザニア 小松菜豚肉炒め チキンハンバーグ 野菜炒め おかわり用ごはん味噌汁

茹でブロッコリー＆ミニトマト アロエヨーグルト 千切りキャベツサラダ BLTサラダ とろろ

昼食 食パン ごはん ひじきと梅のまぜごはん ごはん ごはん ごはん 麻婆丼

鶏肉と野菜のトマト煮 まいたけの味噌汁 豆腐とかぶの味噌汁 具だくさん味噌汁 そうめんと花麩のすまし汁 かぼちゃのクリームスープ ブロッコリーサラダ

はんぺんチーズフライ 骨付きチキン カレイのしょうが煮 焼き鮭 豚肉のねぎ塩炒め 手羽先の唐揚げ3個 Caウエハース2個

生ほうれん草サラダ ポテトサラダD コブサラダ ミモザサラダ ベビーリーフサラダ 千切りキャベツサラダ

牛乳・ブルーベリージャム サラダ菜サラダ 切干大根の煮物 ルビーグレープフルーツゼリー 黒蜜抹茶ゼリー ぶどう

夕食 ごはん きつねうどん オリジナルカレー ごはん 魚介豚骨ラーメン 5色まぜごはん ごはん

豆乳つみれのすまし汁 えび海鮮ぎょうざ3個 ひよこ豆のサラダ 牛乳 ミニちまき2個 豆腐と葱の味噌汁 ジンジャースープ

さばの味噌煮 三色ナムル グリーンサラダ すき焼き風煮 海藻サラダ 豚肉とれんこんの甘辛炒め アジフライ

シンプルサラダ 焼きプリンタルト オレンジジュース 小龍包2個 牛乳 レタスコーンサラダ 水菜のサラダ

チャプチェ クルトンサラダ 牛乳 牛乳

29日 30日 31日

朝食 ごはん ごはん チーズパン2個

厚揚げとねぎの味噌汁 具だくさんスープ ミニ食パン・牛乳

豆腐ハンバーグ あじ西京焼き トマトコンソメスープ

もやしの中華サラダ 切干大根の煮物 アスパラベーコン巻き２個

ジョアブルーベリー 納豆 レタスコーンサラダ

昼食 栗ごはん ごはん ごはん

肉じゃが 塩ちゃんこ鍋風スープ うどん入りすまし汁

えび海鮮ぎょうざ3個 チーズミルフィーユカツ 鮭のごましょうゆ焼き

レタストマトサラダ 千切りキャベツサラダ ほうれん草と豚しゃぶの胡麻和え

きんぴらごぼう 牛乳 りんご

夕食 ごはん 野菜味噌ラーメン ごはん

たまごスープ 蒸し鶏と大根のサラダ ボルシチ風スープ

チンジャオロース 高菜焼売3個 ハロウィンハンバーグ2個

海藻サラダ ぶどうカットゼリー リーフレタスサラダ

ひとくちいもようかん パンプキンババロア

2018年 10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。
10月はさんまや秋鮭、里芋、栗、りんごに梨など秋を感じられる食
材もたくさん使っています。
今が旬の食べ物を味わってみましょう。
芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、そして食欲の秋。みなさんが
充実した秋を過ごせるように食事の面から応援していきたいと思っ
ています。10/31はハロウィンメニューです♪


