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※仕入れ状況により変更になる場合があります。メニューボードをご確認ください

※朝食献立は、月・水・金・日がご飯類・お味噌汁、火・木・土がパン類となっております

昼：チキンライス・春雨スープ・大根サラダ(鶏ミ

ンチ・玉ねぎ・コーン・ピーマン・ケチャップ/春

雨・白菜・人参・中華だし/大根・きゅうり・ツナ・

ワカメ)

間：ジャムトースト（食パン・ジャム）

夕：ごはん・おみそ汁・八宝菜・ツナサラダ(ワ

カメ・大根/鶏ミンチ・白菜・玉ねぎ・人参・コー

ン・ピーマン・しめじ/ツナ・きゅうり・春雨)

夕：ごはん・中華スープ・ひき肉と春雨の炒め

物・キャベツのナムル(しめじ・コーン/合挽ミ

ンチ・玉ねぎ・人参・春雨/きゅうり・キャベツ・

ハム)

昼：ごはん・スープパスタ・ハンバーグ・ポテト

サラダ(マカロニ・人参・しめじ/合挽ミンチ・玉

ねぎ・パン粉・牛乳/じゃが芋・きゅうり・コー

ン・ツナ)

夕：ごはん・デミグラスシチュー・マカロニサラ

ダ・パイナップル(合挽ミンチ・玉ねぎ・じゃが

芋・人参・しめじ・コーン・ルウ/マカロニ・きゅ

うり・ツナ/パイン缶)
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月 火 水 木 金 土 日

昼：中華丼・おみそ汁・ポテトサラダ(鶏

ミンチ・白菜・玉ねぎ・人参/しめじ・もや

し/じゃが芋・きゅうり・カニカマ・コーン)

間：マカロニあんこ（マカロニ・あんこ） 間：ポップコーン

昼：ひじきごはん・おみそ汁・筑前煮

(ひじき・ツナ・しめじ・油揚げ/もやし・

小松菜/鶏ムネ・ごぼう・れんこん・人

参)

昼：ごはん・おみそ汁・豚と厚揚げの

煮物・コーンサラダ(ワカメ・キャベツ/

豚肉・厚揚げ・チンゲン菜・人参・玉ね

ぎ/大根・コーン・ツナ)

昼：ごはん・おみそ汁・焼きそば・大根ゆか

り和え(えのき・小松菜/中華麺・豚肉・キャ

ベツ・玉ねぎ・人参/大根・コーン・きゅうり・

ゆかり)

昼：ごはん・クリームシチュー・白菜サラダ・み

かん(鶏ミンチ・じゃが芋・玉ねぎ・人参・いん

げん・しめじ・コーン・ルウ/白菜・きゅうり・ハ

ム/みかん缶)

昼：ごはん・ちゃんぽんラーメン・小松

菜の炒め物(中華麺・豚肉・もやし・

キャベツ・人参/小松菜・舞茸・玉ね

ぎ・カニカマ)

間：人参ケーキ（HM・人参）
間：フルーツヨーグルト（ヨーグルト・みかん・

桃）

間：お芋のケーキ（HM・さつまいも）

昼：豚ひじきチャーハン・おみそ汁・白菜の

昆布和え(豚ミンチ・ひじき・人参・小松菜・大

豆水煮/玉ねぎ・木綿/白菜・えのき・ちくわ・

塩昆布)

間：アイス（チューペット）

夕：ごはん・お吸い物・肉豆腐・大豆

とひじきの煮物(小松菜・えのき/豚ミ

ンチ・木綿・玉ねぎ・白菜/ひじき・ちく

わ・大豆水煮・人参)

昼：きのこごはん・お吸い物・キャベツ

とツナの炒め物(鶏ミンチ・しめじ・舞

茸・人参/ワカメ・小松菜/ツナ・キャベ

ツ・玉ねぎ・もやし)

昼：ごはん・おみそ汁・豚ミンチと春雨の中華

炒め・ナスの煮びたし(じゃが芋・ワカメ/豚ミ

ンチ・春雨・ブロッコリー・玉ねぎ・人参・コーン/

ナス・小松菜・ちくわ)

昼：ごはん・おみそ汁・豆腐と鮭の含め煮・ワ

カメの酢の物(あげ・もやし/鮭フレーク・木

綿・大根・しめじ・コーン/小松菜・きゅうり・カ

ニカマ・ワカメ)

昼：ハヤシライス・春雨サラダ・桃(合挽

ミンチ・人参・玉ねぎ・しめじ・コーン/

キャベツ・きゅうり・ハム・春雨・ドレ/も

も缶)

夕：鮭ごはん・お吸い物・小松菜とコーンの煮

びたし・大根の昆布和え(鮭フレーク/ワカメ・

木綿/小松菜・コーン・しめじ・あげ/大根・

きゅうり・カニカマ・塩昆布)

昼：ごはん・お吸い物・炒り豆腐・キャベツゆ

かり和え(オクラ・えのき/木綿・鶏ミンチ・人参・

玉ねぎ・椎茸・いんげん/キャベツ・もやし・ち

くわ・ゆかり)

間：おせんべい

夕：きのこの和風あんかけ丼・おみそ汁・オク

ラのおかか和え(鶏ミンチ・えのき・椎茸・キャ

ベツ・人参・いんげん/豆腐・玉ねぎ/オクラ・

もやし・ちくわ・かつお)

昼：ごはん・お吸い物・大根とサバの煮物・甘

酢和え(しめじ・玉ねぎ/サバ缶・大根・人参・

ごぼう/えのき・きゅうり・キャベツ・ハム)

夕：ごはん・コンソメスープ・サバのトマトパス

タ・大根サラダ(えのき・人参/パスタ・サバ缶・

キャベツ・玉ねぎ・しめじ・トマト缶/大根・ごぼ

う・きゅうり・ハム)

間：ウインナーおにぎり（ウインナー）

夕：ごはん・お吸い物・鶏とお芋のカレー炒め・

白菜のおかか和え(人参・カニカマ/鶏ミンチ・玉

ねぎ・じゃが芋・しめじ・コーン・カレー粉/白菜・

きゅうり・もやし・かつお)

間：マカロニきな粉（マカロニ・きな粉）

夕：ごはん・おみそ汁・焼うどん・チンゲン菜

のナムル(厚揚げ・大根/うどん・豚肉・キャベ

ツ・玉ねぎ・人参・コーン/チンゲン菜・ワカメ・

ツナ)

夕：豚肉とえのきのあんかけごはん・中華

スープ・コールスロー(豚肉・えのき・玉ねぎ・

人参・小松菜/大根・ワカメ/キャベツ・きゅう

り・コーン)

夕：ごはん・おみそ汁・肉じゃが・きゅう

り酢の物(白菜・しめじ/鶏ミンチ・じゃが

芋・玉ねぎ・人参・いんげん/きゅうり・

コーン・ワカメ・ハム)

夕：ごはん・おみそ汁・鶏の甘辛炒め・

小松菜ごま和え(もやし・ワカメ/鶏ミン

チ・キャベツ・玉ねぎ・人参・舞茸/小松

菜・しめじ・ツナ・ごま)

夕：なすカレー・コンソメスープ・ブロッ

コリーサラダ(豚ミンチ・ナス・玉ねぎ・

じゃが芋・ルウ/コーン・小松菜・春雨/

ブロッコリー・人参・ちくわ)

夕：ごはん・おみそ汁・鶏とちくわの煮

物・ワカメサラダ(舞茸・豆腐/鶏ミンチ・

ちくわ・白菜・玉ねぎ・小松菜/ワカメ・人

参・しめじ)

間：りんごゼリー（100％J・ゼラチン） 間：ツナおにぎり（ツナ・海苔）
間：お好み焼き（お好み粉・キャベツ・ウイン

ナー）
間：ピザトースト（食パン・ウインナー・チーズ） 間：アイス（チューペット）

昼：マーボー丼・中華スープ・小松菜の

おひたし(豆腐・鶏ミンチ・舞茸・玉ねぎ/

ワカメ・白菜/小松菜・人参・しめじ・ちく

わ)

夕：ごはん・けんちん汁・鶏肉とレンコンの甘

辛炒め・ひじきサラダ(ごぼう・人参・油揚げ/

鶏ムネ・れんこん・しめじ・小松菜/ひじき・も

やし・ツナ)

昼：ごはん・ベーコンとなすのトマトパスタ・コ

ンソメスープ・カボチャサラダ(パスタ・ベーコ

ン・茄子・玉ねぎ・しめじ・トマト缶/ウイン

ナー・いんげん・コーン/カボチャ・きゅうり・人

間：しらすおにぎり（しらす・ゴマ）

夕：ごはん・ミネストローネ・なすとウインナー

のソテー・ツナサラダ(カボチャ・人参・いんげ

ん・ベーコン・トマト缶・コンソメ/ウインナー・

なす・玉ねぎ・コーン/きゅうり・しめじ・ツナ)

昼：ごはん・おみそ汁・ひき肉とじゃが芋のケ

チャップ炒め・チンゲン菜ごま和え(ワカメ・麩/

豚ミンチ・じゃが芋・しめじ・玉ねぎ・コーン/チ

ンゲン菜・もやし・人参・ごま)

昼：ごはん・おみそ汁・カボチャのそぼろ煮・

小松菜とカニカマの和え物(えのき・厚揚げ/

鶏ミンチ・カボチャ・人参・玉ねぎ/カニカマ・小

松菜・もやし・しめじ)

昼：きのこカレー・コールスロー・パイナップ

ル(合挽ミンチ・玉ねぎ・人参・しめじ・エリン

ギ・ルウ/きゅうり・キャベツ・コーン・ツナ/パ

イン缶)

昼：ごはん・中華スープ・舞茸と豚肉中

華炒め・酢の物(ワカメ・小松菜/豚肉・

玉ねぎ・舞茸・もやし/きゅうり・大根・

カニカマ)

昼：じゃこと枝豆のごはん・お吸い物・白菜と

鶏の煮物・小松菜ごま和え(枝豆・じゃこ/ワカ

メ・人参/鶏ミンチ・白菜・さつまいも・いんげん

/小松菜・きゅうり・ごま)

昼：すき焼き丼・お吸い物・ブロッコリー

サラダ(牛小間肉・厚揚げ・玉ねぎ・白菜

/ワカメ・舞茸/ブロッコリー・人参・カニ

カマ)

夕：ごはん・おみそ汁・厚揚げときのこの中

華炒め・昆布和え(カボチャ・小松菜/鶏ミン

チ・厚揚げ・玉ねぎ・しめじ・えのき/カニカマ・

もやし・人参・塩昆布)

昼：カレーピラフ・コンソメスープ・かぼ

ちゃサラダ（ウインナー・玉ねぎ・ピー

マン・しめじ/コーン・白菜/かぼちゃ・

人参・ツナ）

昼：ゆかりごはん・きつねうどん・キャベツと

ひき肉の炒め物(ゆかり/うどん・油揚げ・大

根・ワカメ・かまぼこ/鶏ミンチ・キャベツ・玉

ねぎ・人参・もやし)

昼：ごはん・ビーフシチュー・パプリカサラダ・

桃(合挽ミンチ・玉ねぎ・人参・じゃが芋・しめ

じ・コーン・ルウ/きゅうり・パプリカ・ツナ/もも

缶)

夕：ハヤシライス・コンソメスープ・チン

ゲン菜ナムル(豚ミンチ・玉ねぎ・人参・

しめじ・ルウ/じゃが芋・コーン/ワカメ・

もやし・チンゲン菜)

昼：ごはん・お吸い物・里芋のそぼろ煮・キャ

ベツとちくわの中華炒め(厚揚げ・小松菜/鶏

ミンチ・里芋・人参・しめじ/キャベツ・玉ねぎ・

もやし・ちくわ)

間：ポップコーン

夕：鶏のあんかけ丼・おみそ汁・おか

か和え(厚揚げ・鶏ミンチ・玉ねぎ・キャ

ベツ・人参/里芋・しめじ/もやし・小松

菜・ちくわ・かつお節)

昼：ちらしずし・お吸い物・鶏と揚げの煮物(ち

らし寿司の素・鮭フレーク・枝豆・コーン/はん

ぺん・舞茸/鶏ミンチ・油揚げ・しめじ・玉ねぎ)

間：バナナケーキ（バナナ、（HM)

夕：鮭の炊き込みごはん・おみそ汁・鶏とは

んぺんのソテー(鮭フレーク・舞茸・油揚げ/し

めじ・玉ねぎ・青ネギ/はんぺん・鶏ミンチ・枝

豆・コーン)

間：ココアパンケーキ（HM・ココア）

夕：ごはん・おみそ汁・豚しょうが焼き・

もやしのごま和え(舞茸・ワカメ/豚肉・

玉ねぎ・キャベツ・小松菜/もやし・人

参・カニカマ・ごま)

昼：炊き込みごはん・おみそ汁・白菜と

ひき肉の煮物(しめじ・ツナ・油揚げ・人

参/ワカメ・もやし /豚ミンチ・白菜・玉

ねぎ・えのき)

間：フルーツゼリー（フルーツ缶・ゼラチン）

夕：ごはん・お吸い物・豚と玉ねぎのみ

そ炒め・ごま和え(えのき・人参/豚ミン

チ・玉ねぎ・しめじ・もやし/白菜・ワカ

メ・ツナ・ごま)

昼：カボチャカレー・コンソメスープ・きゅうりとハ

ムのサラダ(合挽ミンチ・かぼちゃ・玉ねぎ・人

参・ルウ/大根・チンゲン菜/きゅうり・もやし・ハ

ム)

間：ゴマパンケーキ(ＨＭ・ゴマ)

夕：ごはん・おみそ汁・大根とひき肉の

煮物・酢の物(カボチャ・もやし/合挽ミン

チ・大根・玉ねぎ・チンゲン菜/ワカメ・人

参・きゅうり・ハム)

間：アイス（チューペット）間：クラッカー

夕：ごはん・おみそ汁・ひき肉とキャベツの

みそ炒め・ゆかり和え(エリンギ・人参/合挽

ミンチ・キャベツ・玉ねぎ・コーン/しめじ・

きゅうり・ツナ・ゆかり)

夕：ごはん・おみそ汁・大根と豚肉の煮

物・ワカメサラダ(もやし・カニカマ/豚

肉・大根・玉ねぎ・舞茸/ワカメ・きゅう

り・小松菜)

夕：ごはん・おみそ汁・あんかけ焼きそ

ば・じゃこ和え(さつまいも・いんげん/

中華麺・鶏ミンチ・小松菜・人参・白菜・

枝豆/きゅうり・ワカメ・じゃこ)

夕：ごはん・おみそ汁・ブロッコリーと牛肉の中

華炒め・おかか和え(玉ねぎ・カニカマ/牛小間

肉・ブロッコリー・舞茸・厚揚げ/白菜・ワカメ・人

参)

間：ビスケット 間：ぶどうゼリー（100％J・ゼラチン）間：お月見団子 間：お誕生会(HM・生クリーム・フルーツ)

夕：ごはん・スパゲティナポリタン・コンソメ

スープ・白菜サラダ（パスタ・ウインナー・玉

ねぎ・ピーマン・人参/かぼちゃ・しめじ/白菜・

コーン・ツナ）

夕：ごはん・おみそ汁・鶏と大根の煮

物・甘酢あえ(油揚げ・もやし/鶏ミン

チ・大根・玉ねぎ・人参/ワカメ・キャ

ベツ・かまぼこ)

夕：ごはん・コンソメスープ・ハンバー

グ・ツナサラダ(しめじ・じゃが芋/合挽

ミンチ・玉ねぎ/ツナ・人参・きゅうり・パ

プリカ・コーン)

間：ホットケーキ（HM） 間：鮭おにぎり（鮭フレーク）間：チヂミ（お好み粉・ツナ・ネギ）


