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ごはん ごはんのお焼き 米 卵 油揚げ 玉ねぎ 芽ひじき

1 つくね焼き フルーツ パン粉 みそ しらす干し 人参 ブロッコリー

15 野菜あんかけ 延命茶 油 桜エビ しめじ 果物

みそ汁 小麦粉 鶏ひき肉 大根

ワカメごはん スコーン 米 いちごジャム 牛肉 みそ ねぎ ワカメ

2 肉豆腐 フルーツ 小麦粉 豆腐 人参 果物

16 みそ汁 牛乳 砂糖 卵 かぶ

バター 牛乳 小松菜

天然こうぼパン 鮭おにぎり パン とり肉 玉ねぎ トマト缶 果物

3 とり肉のトマト煮 フルーツ 米 甘塩鮭 しめじ きゅうり

17 スティックきゅうり 延命茶 油 アスパラ キャベツ

野菜スープ 人参 ブロッコリー

ごはん りんごゼリー 米 おせんべい 赤魚 もやし ニラ

4 魚のカレーあんかけ おせんべい 金時豆 卵 人参 りんごジュース

18 煮豆 フルーツ 砂糖 竹の子 果物

みそ汁 延命茶 油 さや

たきおこわ 人参ケーキ 米 とり肉 牛乳 人参 小松菜

5 厚揚げと野菜煮 食べる煮干し もち米 厚揚げ 大根 干しシイタケ

19 みそ汁 フルーツ じゃが芋 みそ さや 果物

牛乳 油 卵 玉ねぎ

煮込みうどん ジャムサンド うどん 豚肉 ねぎ 小松菜

6 かぼちゃの煮物 フルーツ ロールパン 牛乳 しめじ 果物

20 牛乳 いちごジャム 人参

かぼちゃ

ごはん チキンライス 米 豆腐 玉ねぎ なめこ

8 かき揚げ フルーツ さつま芋 とり肉 ピーマン 果物

22 酢の物 延命茶 小麦粉 みそ きゅうり

みそ汁 油 しらす干し ワカメ

ごはん じゃがもち 米 さわら ごぼう こんにゃく

9 さわらのみそ焼き フルーツ じゃが芋 みそ うど きゃべつ

23 五目きんぴら 牛乳 油 豚肉 人参 しめじ

みそ汁 バター ピーマン 果物

ごはん フルーツサンド 米 とり肉 豆乳ホイップ きゅうり 小松菜

10 とり肉のてりやき いり大豆 ロールパン みそ ワカメ フルーツ缶

24 和風サラダ 延命茶 油 いり大豆 もやし

みそ汁 さつま芋 しらし干し 人参

ごはん ジャージャーめん 米 ぎんだら ふき いんげん

11 煮魚 フルーツ 中華めん みそ さや 人参

25 ふきの煮物 延命茶 油 油揚げ ねぎ きゅうり

みそ汁 豚ひき肉 かぼちゃ 果物

竹の子ごはん ゴマじゃこクッキー 米 砂糖 油揚げ 牛乳 竹の子 切干大根

12 シシャモ焼き フルーツ 小麦粉 ししゃも じゃこ 人参 きゅうり

26 切干大根とツナのサラダ 牛乳 バター ツナ缶 白菜 果物

みそ汁 ゴマ 卵 えのき

スパゲティスープ マーマレードサンド スパゲティ かれい 玉ねぎ 果物

13 ブロッコリーソテー フルーツ 油 ハム しめじ

27 牛乳 ロールパン 牛乳 チンゲン菜

マーマレード ブロッコリー
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