
１（火） ２（水） ３（木） ４（金） ５（土）
 レーズンペストリー  茶粥  スクエアカスタードパン  全粥  ロールパン（いちごソース）

 野菜のトマト煮  もやしの炒めもの  キャベツのカレーソテー  さつま芋の煮物  カリフラワのコンソメ煮

 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳
 うぐいす豆・ミルージュ  のり佃煮・牛乳
 ミルージュ  牛乳

 ・　醤油ラーメン  菜めし（ミニ）  米飯  米飯  米飯  米飯
 ・　唐揚げ(南蛮味)  たぬきそば  豚肉と野菜の山椒炒め  鯵の味噌粕焼き  鶏肉と玉ねぎの生姜炒め  白身魚のマスタード焼き

 ・　甘い卵焼き  だし巻き玉子  大根とさつま揚げの煮物  厚揚げと青梗菜の煮浸し  冬瓜と揚げの煮物  大根の味噌そぼろ煮
 ・　ミートボール  白和え  オクラのとろろ和え  ブロッコリーの辛子マヨ和え  小松菜の柚子おろし和え  フルーツヨーグルト

 みそ汁（キャベツ）  すまし汁（花麩）  赤だし汁（なめこ）  すまし汁（卵）
間食  ミルク紅茶  野菜ジュース  りんごジュース  ヤクルト400LT  ジョア

 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
　・　とんこつラーメン  鶏肉の時雨煮  お好み卵焼き  肉じゃが  鯖の煮付け  豚と蓮根の甘辛炒め煮

　・　唐揚げ  里芋の含め煮  金平ごぼう  インゲンのおかか炒め  ほうれん草の和え物  白菜のお浸し
　・　卵焼き  きゅうり漬  フルーツ（みかん缶）  もずく酢  しば漬  高菜漬
　・　ﾁｰｽﾞﾊﾝﾊﾞｰｸﾞのﾄﾏﾄｿｰｽがけ  みそ汁（茄子）  みそ汁（豆腐）  みそ汁（えのき）  みそ汁（じゃが芋）  みそ汁（玉ねぎ）

６（日） ７（月） ８（火） ９（水） １０（木） １１（金） １２（土）
 ミニ山シュガー  全粥  ロールパン（ﾁｮｺﾚｰﾄｿｰｽ）  梅粥  アップルリング  かに雑炊  はちみつパン
 スナップエンドウとひき肉の炒め  ごぼうの卵とじ  ツナとキャベツのスープ煮  白菜とはんぺんの煮物  大根のサラダ  冬瓜のくず煮  じゃが芋のコンソメ煮
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳

 たいみそ・牛乳  白いんげん豆・ジョア  うぐいす豆・ヤクルト
 米飯  米飯  米飯  木の葉丼  米飯 ◎味めぐり（熊本県）  米飯
 肉豆腐  鯖の照り焼き  クリームシチュー  コロッケ  鶏肉のソテー甘酢あんかけ  高菜ご飯（ミニ）  白身魚の胡麻だれ焼き

 もやしの炒め物  里芋の胡麻味噌煮  マカロニソテー  オクラのポン酢和え  もやし炒め  太平燕（タイピーエン）  ねぎ入り卵焼き
 青梗菜の辛子和え  カリフラワーの甘酢和え  小松菜の胡麻和え  赤だし汁（春菊）  ブロッコリーのたらこ和え  茄子かつ  カリフラワーサラダ
 すまし汁（はんぺん）  みそ汁（白菜）  フルーツ寒天  すまし汁（昆布）  国産和梨ゼリー  みそ汁（豆腐）

間食  グリンティー  ミルージュ  ヤクルト400LT  ミルク紅茶  野菜ジュース  オリゴワン（鉄・カルシウム）  ジョア
 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 中華風卵焼き  豚と大根の照り煮  鰆の塩焼き  牛肉とキノコの炒め物  赤魚の煮付け  鶏肉の柚子照り焼き  和風ハンバーグ照り焼きソース

 蒸ししゅうまい  炒り豆腐  ひじきと大豆の炒り煮  ほうれん草のおかか和え  さつま芋のレモン煮  がんもの煮物  もやしと竹輪の炒めもの

 フルーツ（もも缶）  もずく酢  しば漬  フルーツ（白桃缶）  さくら漬  きゅうり漬  ピーマン漬
 スープ（たけのこ）  すまし汁（オクラ）  みそ汁（青菜）  すまし汁（そうめん）  赤だし汁（うす揚げ）  みそ汁（南瓜）  みそ汁（大根）

１３（日） １４（月） １５（火） １６（水） １７（木） １８（金） １９（土）
 季節のジャムパン  卵雑炊  豆乳クリームパン  全粥  ロールパン（ﾁｮｺﾚｰﾄｿｰｽ）  野菜雑炊  ミニ黒糖ツイスト
 さつま揚げの炒めもの  大根とベーコンの煮物  じゃが芋の炒め煮  厚揚げの煮物  青梗菜のソテー  さつま揚げともやしの炒め煮  マカロニサラダ
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳

 白いんげん豆・ヤクルト  のり佃煮・ジョア  うぐいす豆・牛乳
 米飯  いりこ菜めし（ミニ）  米飯  米飯  米飯  米飯
 鰆の味噌煮  焼きそば  鯖の塩焼き  豚肉の生姜炒め  えびカツ＆バターコロッケ  鶏肉の治部煮風
 ビーフン炒め  いかとスナップえんどの中華和え  切干大根の炒め煮  さつま芋のレモン煮  里芋の田楽  卯の花
 とろろ和え  ぶどうゼリー  ほうれん草のおかか和え  春雨サラダ  春菊のごま和え  白菜と若布の生姜ポン酢和え

 すまし汁（もずく）  みそ汁（もやし）  みそ汁（ごぼう）  みそ汁（ごぼう）  かきたま汁  すまし汁（はんぺん）
間食  オレンジジュース  抹茶豆乳ラテ  野菜ジュース  カフェオレ  ミルージュ  ゆず茶

 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 豚肉の柳川風  白身魚の利休焼き  鶏肉の照り焼き  ホキのつけ焼き  鶏ひき肉の磯辺焼き  スペイン風オムレツ  鱈の煮付け
 キャベツとじゃこのゆかり和え  ブロッコリーの酢味噌かけ  白菜のお浸し  蓮根の煮物  カリフラワーの甘酢和え  かぶのクリーム煮  白和え
 フルーツ(洋梨缶)  しば漬  きゅうり漬  金時豆  梅干し  ピーマン漬け  しその実漬
 みそ汁（玉ねぎ）  すまし汁（豆腐）  すまし汁（昆布）  すまし汁（大根）  みそ汁（茄子）  スープ（ほうれん草）  みそ汁（なす）

２０（日） ２１（月） ２２（火） ２３（水） ２４（木） ２５（金） ２６（土）
 コーヒークリームのパン  野菜雑炊  秋の2色パン  鮭雑炊  あんぱんだより  全粥  ロールパン（キウイソース）

 スパゲティーサラダ  厚揚げと春菊の煮物  ピーマンとウインナーの炒め物  卵とじ  野菜のコンソメ煮  里芋とひじきのくず煮  野菜とベーコンのソテー

 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳
 五目豆・ミルージュ  うぐいす豆・牛乳  梅びしお・ジョア

 米飯  米飯  米飯  ゆかりご飯（ミニ）  赤飯（お誕生日会）  米飯  米飯
 鮭の塩焼き  豚と大根の山椒煮  白身魚のマヨネーズ焼き  具だくさんうどん  天ぷら盛り合わせ  鰆の生姜煮  鶏肉のピカタ
 五目煮豆  ピーマンのじゃこ炒め  南瓜の煮物  里芋の柚子煮  茶碗蒸し  揚げだし豆腐  ポテトサラダ
 ブロッコリーの辛子和え  もずく酢  切干大根と若布のサラダ  ほうれん草の胡麻和え  フルーツ（メロン）  小松菜のなめ茸和え  ブロッコリーのナムル
 赤だし汁（花ふ）  みそ汁（なす）  みそ汁（キャベツ）  赤だし汁（豆腐）  みそ汁（オクラ）  スープ（ｽﾅｯﾌﾟえんどう）

ビール・リンゴジュース
間食  グリンティー  オリゴワン（鉄・カルシウム）  りんごジュース  ジョア  ケーキ・紅茶  ミルク紅茶  ミルクココア

 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 千草焼き  鯖の煮付け  鶏じゃが  麻婆豆腐  冬瓜と青梗菜そぼろあん  豚肉の大和煮  鯵の梅煮
 金平ごぼう  焼きなすの胡麻だれがけ  小松菜の柚子浸し  りんごゼリー（食物繊維入り）  水餃子  インゲンのおかか煮  ほうれん草の炒めもの

 フルーツ（みかん缶）  きゅうり漬  しば漬  さくら漬  フルーツ（もも缶）  きゅうり漬  しば漬
 すまし汁（白菜）  みそ汁（なめこ）  みそ汁（春菊）  スープ（もずく）  すまし汁（昆布）  かきたま汁  みそ汁（南瓜）

２７（日） ２８（月） ２９（火） ３０（水） ３１（木）
 イチゴジャムパン  全粥  スクエアカスタードパン  梅粥  ロールパン（いちごソース）

 豆サラダ  アスパラとひき肉の炒めもの  野菜のトマト煮  卵とじ  野菜炒め
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳

 のり佃煮・牛乳  五目豆・ミルージュ
 米飯  米飯  ちらし寿司  米飯  米飯 　・　プリン
 鯖の煮付け  鶏肉のタルタル焼き  筑前煮（ミニ）  豚肉と玉ねぎの生姜炒め  ミートローフ 　・　ババロア
 じゃが芋の金平  大根のベーコン煮  白菜のお浸し  さつま揚げとひじきの炒め煮  アスパラとベーコンのカレー炒め 　・　ココナッツサブレ
 インゲンの柚子味噌かけ  ほうれん草のピーナツ和え  赤だし（春菊）  小松菜のレモン醤油和え  野菜サラダ
 すまし汁（たけのこ）  スープ（なす）  みそ汁（しめじ）  スープ（ほうれん草）

間食  ヤクルト400LT  グリンティー  カフェオレ  野菜ジュース  オリゴワン（鉄・カルシウム） 　・　ティラミス
 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯 　・　パンナコッタ
 豚肉とごぼうの甘辛煮  かに玉あんかけ  赤魚のもろみ焼き  揚げだし豆腐　野菜添え  鶏肉の塩だれ焼き 　・　パンケーキなど
 キャベツの錦糸和え  焼き餃子  里芋の胡麻煮  蒸し鶏のサラダ  キャベツの青じそドレ和え

 ピーマン漬  しば漬  梅干し  フルーツ（洋梨缶）  きゅうり漬 　・　 レインボー綿菓子
 みそ汁（えのき）  みそ汁（さつま芋）  すまし汁（豆腐）  みそ汁（白菜）  みそ汁（茄子）  コーヒー・紅茶
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