
メモ

スパゲティミートソース マーマレードサンド マーマレード 合いびき肉 玉ねぎ レーズン

1 コールスローサラダ フルーツ ロールパン 牛乳 人参 果物

15 牛乳 スパゲティ いんげん

29 油 キャベツ

ごはん 梅しらすおにぎり 米 ウインナー 人参 アスパラ 果物

3 キャベツとウインナーの フルーツ じゃが芋 ひきわり納豆 玉ねぎ 小松菜

17 スープ煮 延命茶 しらす干し キャベツ 切干大根

小松菜納豆あえ コーン缶 焼きのり

ごはん ポンデケージョ 米 カレイ 油揚げ りんご かぼちゃ

4 魚のバーベキューソース フルーツ 油 みそ 粉チーズ 玉ねぎ きゅうり

18 かぼちゃサラダ 牛乳 白玉粉 卵 レモン チンゲン菜

みそ汁 砂糖 牛乳 えのき 果物

カレーライス 豆乳蒸しパン 米 じゃが芋 豚肉 玉ねぎ トマト

5 レタスとわかめのサラダ フルーツ 砂糖 ルゥ 豆乳 人参 きゅうり

19 延命茶 油 卵 レタス レーズン

小麦粉 ワカメ 果物

ワカメごはん 焼きそば 米 がんも 人参 あさつき 果物

6 がんも煮 フルーツ 油 あさり なす もやし

20 かぼちゃの素揚げ 延命茶 中華蒸しめん みそ さや かぼちゃ

みそ汁 豚肉 しめじ キャベツ

ごはん おからクッキー 米 さつま芋 とびうお 牛乳 きゅうり チンゲン菜

7 とびうおのフライ フルーツ パン粉 小麦粉 卵 トマト 果物

21 たたききゅうりのサラダ 牛乳 ゴマ 砂糖 おから しそ

みそ汁 油 バター みそ 焼きのり

そうめん煮 ジャムサンド 油 豚肉 なす ピーマン

8 エビのケチャップ炒め フルーツ そうめん えび いんげん 果物

22 牛乳 ロールパン 牛乳 ねぎ

いちごジャム 玉ねぎ

鮭ごはん わらびもち 米 砂糖 みそ きなこ しそ 小松菜

10 ホットサラダ にぼし ゴマ ベーコン いんげん 果物

24 オクラのおかかあえ フルーツ じゃが芋 甘塩鮭 玉ねぎ

みそ汁 延命茶 わらび粉 厚揚げ オクラ

ごはん ふくふく豆 米 卵 ウインナー 人参 きゅうり

11 れんこんボール ボイルウインナー 油 大豆 牛乳 玉ねぎ れんこん

25 酢の物 フルーツ 砂糖 きなこ ワカメ 干しシイタケ

みそ汁 牛乳 豚ひき肉 きゃべつ 果物

天然こうぼパン 中華風ちまき こうぼパン とり肉 なす ピーマン キャベツ

12 チキンソテー フルーツ もち米 豚ひき肉 トマト パプリカ 人参

26 ラタトゥユ 延命茶 油 竹の子 ズッキーニ 果物

キャベツとベーコンスープ 玉ねぎ 干しシイタケ

ごはん かぼちゃケーキ 米 あじ 人参 こんにゃく

13 あじの塩焼き フルーツ 小麦粉 豚肉 オクラ ピーマン

27 こんにゃくの炒り煮 延命茶 砂糖 みそ なす 果物

みそ汁 油 豆乳 かぼちゃ

とりめし フレンチトースト 米 バター とり肉 卵 人参 ねぎ

14 白あえ フルーツ ゴマ 食パン 豆腐 牛乳 ごぼう 糸こんにゃく

28 きゅうりの中華風サラダ 牛乳 油 はちみつ みそ さや 干しシイタケ

みそ汁 さつま芋 ハム きゅうり 果物
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