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ごはん おからクッキー 米 小麦粉 とり肉 牛乳 ねぎ ワカメ ※１日はちらし

1 とり肉とブロッコリーソテー フルーツ バター おから アサリむき身 人参 しいたけ ずし、おやつは

15 おからの炒り煮 牛乳 油 みそ さや ブロッコリー ひなあられと

29 みそ汁 砂糖 卵 大根 果物 フルーツポンチ

豚汁うどん マーマレードサンド うどん 豚肉 大根 レモン

2 さつま芋のレモン煮 フルーツ さつま芋 みそ 人参 果物

16 牛乳 ロールパン 牛乳 ねぎ

30 マーマレード ごぼう

ごはん ４日　いがぐりくん 米 さつま芋 サバ 油揚げ 大根 しめじ

4 サバの塩焼き １８日　お別れ会 ゴマ そうめん みそ ふ 人参 干しシイタケ

18 五色なます フルーツ 油 (小麦粉) 白滝 果物

みそ汁 延命茶 砂糖 (豆乳　卵) 小松菜

納豆ごはん 蒸しパン 米 じゃが芋 納豆 ねぎ えのき

5 鮭なべ フルーツ 油 鮭 大根 レーズン

19 レンコンステーキ 牛乳 小麦粉 卵 人参 れんこん

砂糖 牛乳 白菜 果物

天然こうぼパン しらすワカメおにぎり パン あさり 玉ねぎ ほうれん草

6 クラムチャウダー フルーツ 米 ベーコン 人参 赤ピーマン

20 ほうれん草ソテー 延命茶 油 豆乳 コーン 果物

じゃが芋 しらす干し ワカメ

ごはん お茶漬け 米 ぶり 大根 梅干し 果物

ぶり大根 フルーツ 里芋 みそ 人参 れんこん

レンコン梅肉あえ 延命茶 ゴマ 鮭 さや 小松菜

みそ汁 ねぎ 焼きのり

ごはん コーンフレーク 米 とり肉 きゅうり キャベツ

8 とり肉のから揚げ 牛乳 油 みそ ワカメ 果物

22 酢の物 フルーツ 片栗粉 牛乳 人参

みそ汁 コーンフレーク しめじ

スパゲティミートソース ジャムサンド スパゲティ 合いびき肉 玉ねぎ カリフラワー

9 カリフラワーと フルーツ 油 牛乳 人参 果物

23 ブロッコリーのソテー 牛乳 ロールパン いんげん

いちごジャム ブロッコリー

カレーライス フライドうどん 米 じゃが芋 豚肉 玉ねぎ ワカメ

11 レタスワカメサラダ いり大豆 うどん いり大豆 人参 きゅうり

25 フルーツ 小麦粉 レタス 果物

延命茶 油 トマト

ごはん ラスク 米 はちみつ 卵 鮭缶 玉ねぎ 果物

12 和風ハンバーグ フルーツ 油 ゴマ 豆腐 大根

26 大根の和風サラダ 牛乳 バター さつま芋 みそ ワカメ

みそ汁 砂糖 食パン とりひき肉 小松菜

マーボライス さつま芋ケーキ 米 さつま芋 豚ひき肉 玉ねぎ えのき

13 ナムル フルーツ ゴマ 豆腐 人参 ほうれん草

27 みそ汁 延命茶 砂糖 みそ もやし 果物

油 卵 かぶ

ごはん 煮込みうどん 米 みそ 大根 ねぎ

14 煮魚 フルーツ うどん とり肉 白菜 小松菜

28 ふろふき大根 延命茶 魚(ぎんだら) 人参 チンゲン菜

みそ汁 しめじ 果物
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