
平成30年

ごはん　ﾜｶｻｷﾞのカレー揚げ　果物 小倉あん入りﾎｯﾄｹｰｷ ﾜｶｻｷﾞ 鶏ﾐﾝﾁ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 白米　かたくり粉 大根　ﾈｷﾞ　ﾄﾏﾄ　人参

ふろふき大根　とろろ昆布のすまし汁 牛乳 ﾄﾛﾛ昆布 絹ごし豆腐 牛乳 小豆 油　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ　 果物

ミートスパゲティ　ﾋﾞｰﾝｽﾞサラダ しそ昆布おにぎり 合挽き肉　牛乳　昆布 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ　ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 玉ねぎ人参  ｷｬﾍﾞﾂ 果物

コーンクリームスープ　果物 お茶 ひじき　ﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ　枝豆 ｺｰﾝ　砂糖　白米 ｷｭｳﾘ ほうれん草 トマト

あわごはん　魚のオーロラソース焼き チーズサブレ 赤魚　ﾁｰｽﾞ　刻み昆布 白米　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　砂糖　 人参 ｷｬﾍﾞﾂ　ﾆﾗ 

クーブイリチー　キャベツのみそ汁　果物 牛乳 豚肉 卵 油揚げ 枝豆 牛乳 ｺﾝﾆｬｸ　小麦粉　ﾊﾞﾀｰ 切干大根 果物

ごはん　クリームシチュー 　ウインナー 枝豆蒸しパン 鶏肉　しらす　卵　ﾁｰｽﾞ 白米　じゃが芋　油 人参　玉ねぎ　白菜　

ブロッコリーのじゃこ和え　果物 牛乳 牛乳　　ウインナー 枝豆 ごま　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ　 ｷｬﾍﾞﾂ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　果物

炊き込みチャーハン　昆布煮豆 ジャムサンド ウインナー 大豆　肉団子 白米　ｺｰﾝ　春雨　食パン 人参　玉ねぎ　大根　ﾆﾗ

肉団子スープ　果物 牛乳 昆布　牛乳 かたくり粉　油 干しｼｲﾀｹ　小松菜　果物

豚肉の生姜焼き丼 プルーン・クラッカー 豚肉　ゆし豆腐 白米　油　クラッカー 玉ねぎ　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ

ゆし豆腐　果物 牛乳 ﾈｷﾞ　果物　プルーン

ごはん　鶏肉とセロリのソテー　 くずもち 鶏肉　卵　枝豆 白米　じゃが芋　油　コーン 玉ねぎ ｾﾛﾘ  ﾄﾏﾄ 人参 えのき

ポテトサラダ　野菜スープ　果物 牛乳 牛乳 きな粉 芋くず　砂糖 ｷｭｳﾘ 大根 小松菜 果物

麦ごはん　魚の照り焼き　果物 ココアケーキ 赤魚　わかめ ﾚｰｽﾞﾝ 白米 押し麦 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 人参　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾋﾟｰﾏﾝ

タマナーﾁｬﾝﾌﾟﾙｰ　じゃが芋のみそ汁 牛乳 ﾂﾅ　卵　牛乳 砂糖　ﾊﾞﾀｰ　油　じゃが芋 ﾈｷﾞ　果物　玉ねぎ　

カレーピラフ　アスパラとベーコンのソテー ロッククッキー 鶏肉 ﾍﾞｰｺﾝ　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ 白米　ﾊﾞﾀｰ　油　コーン 人参 玉ねぎ ｱｽﾊﾟﾗ  果物

マッシュルームスープ　果物 牛乳 牛乳　卵　ﾚｰｽﾞﾝ 小麦粉　砂糖　ｺｰﾝﾌﾚｰｸ  ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 小松菜　ｼﾒｼﾞ

ごはん　鯖のみそ焼　果物 ぜんざい 鯖　チキ揚げ 豆腐 白米　砂糖　こんにゃく 大根　青しそ　ごぼう　

五目きんぴら　豆腐のすまし汁 塩せんべい 金時豆　わかめ 黒糖粉　押し麦　せんべい 人参いんげん　にら　果物

【ｶﾐｶﾐ献立】麦ごはん　きびなごのから揚げ 豆腐のｶﾞﾄｰｼｮｺﾗ きびなご　豚肉　卵　もずく 白米 押し麦 かたくり粉 小麦粉　人参　ニラ　トマト　小松菜

肉じゃが　もずくスープ　果物 牛乳 牛乳 油 しらたき 米粉 じゃが芋 砂糖 玉ねぎ 白菜　果物　

三色丼　 はちゃ棒 鶏ﾐﾝﾁ　　牛乳 白米　ｺｰﾝ　里芋 玉ねぎ 小松菜　大根 果物

具だくさんみそ汁　果物 牛乳 人参　ゴボウ　長ネギ　
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12 水

13 木

生　　　活　　　発　　　表　　　会生　　　活　　　発　　　表　　　会生　　　活　　　発　　　表　　　会生　　　活　　　発　　　表　　　会

3 月

14 金

15 土
具だくさんみそ汁　果物 牛乳 人参　ゴボウ　長ネギ　

焼きそば　大根とキュウリの梅肉和え いなり寿司 豚肉　ｱｰｻ　青のり やきそば麺　 人参　玉ねぎ　大根　ｼﾒｼﾞ

冬瓜のみそ汁　果物 お茶 白米　ごま きゅうり　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　冬瓜

あわごはん　照り焼きチキン　果物 菓子パン 鶏肉　ｷﾄﾞﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ　 白米　砂糖　じゃが芋 ｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ 人参 果物

豆サラダ　ミネストローネ 牛乳 ベーコン 枝豆 牛乳 あわ パン ｾﾛﾘ ﾄﾏﾄ 枝豆　 玉ねぎ

雑穀米ごはん　鮭のフライ キャロットケーキ 鮭　卵　牛乳　 白米 雑穀米 パン粉 ｺｰﾝ トマト　ｷｭｳﾘ　人参

マカロニサラダ　コンソメスープ　果物 牛乳 ﾚｰｽﾞﾝ ﾊﾞﾀｰ 小麦粉　油　ﾏｶﾛﾆ　 玉ねぎ　小松菜　果物

あわごはん　ｷｬﾍﾞﾂとあさりのｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 黒糖スコーン あさり　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　卵　ﾁｰｽﾞ 白米 じゃが芋 油 ﾊﾞﾀｰ 人参 玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ

南瓜のサラダ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのソテー　果物 牛乳 ｳｲﾝﾅｰ　牛乳 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 黒糖 小麦粉 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰかぼちゃﾄﾏﾄ 果物

ひき肉のｶﾚｰﾗｲｽ　ドラムチキン ポンデケージョ 豚ひき肉　卵　手羽元 白米　片栗粉 ｺｰﾝ ほうれん草　人参　

コールスローサラダ　中華風スープ　果物 牛乳 ｶﾆｶﾏ　牛乳 じゃが芋 油　 ｶｯﾄﾄﾏﾄ　ｷｭｳﾘ　玉ねぎ

【冬至献立】トゥンジージューシー　果物 ウエハース チーズ ﾂﾅ　刻み昆布　鶏ﾐﾝﾁ　 白米　ｺﾝﾆｬｸ　油　砂糖 人参　玉ねぎ　冬瓜 ｼｲﾀｹ

冬瓜のコンソメ煮　豚汁 牛乳 枝豆　豚肉　ﾁｰｽﾞ　牛乳 田芋 ﾈｷﾞ　ごぼう　果物

クリスマスケーキ

牛乳

炊き込みピラフ　ポテトグラタン ハムチーズサンド 鶏肉　ﾍﾞｰｺﾝ　ﾁｰｽﾞ　卵　 白米　ｺｰﾝ　じゃが芋　油 人参　玉ねぎ　小松菜

野菜スープ　果物 牛乳 ﾂﾅ　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ ﾊﾑ　牛乳 食パン　ﾊﾞﾀｰ ﾈｷﾞ　ﾊﾟｾﾘ 果物 

納豆ごはん　筑前煮　 もちもちどら焼き 納豆　鶏肉　ﾂﾅ　 白米　こんにゃく　小倉あん 大根 人参 ｺﾞﾎﾞｳ ｷｬﾍﾞﾂ  なめこ

ｷｬﾍﾞﾂのサラダ　なめこのみそ汁　果物 牛乳 ｲﾝｹﾞﾝ 　牛乳 砂糖 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 白玉粉 ｼｲﾀｹ ｷｭｳﾘ 小松菜 果物

年越しそば　もずく酢 わかめしらすおにぎり ソーキ　ｶﾏﾎﾞｺ　しらす 沖縄そば　白米 きゅうり　ﾈｷﾞ　しょうが

果物 お茶 もずく わかめ 砂糖 果物

ク　リ　ス　マ　ス　会ク　リ　ス　マ　ス　会ク　リ　ス　マ　ス　会ク　リ　ス　マ　ス　会
&　お　誕　生　会&　お　誕　生　会&　お　誕　生　会&　お　誕　生　会

27 木

28 金

＊12月23日は天皇誕生日の日でお休みです。
※食材の都合により献立を変更する事があります。
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木
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17 月

18 火
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