
11月1日(火) 11月2日(水) 11月3日(木) 11月4日(金) 11月5日(土)

ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

ミニにら玉 ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ 牛乳 ミートボール コーヒー牛乳
                                                                                                                                                                                                                  マカロニサラダ ツナサラダ みそ汁、漬物 チーズサラダ

ご飯 ご飯 ご飯 バタ－ロ－ルパン ご飯

イカフライオニオンソース さばの柚子味噌焼き チキンのチーズ焼き スパゲッティ ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ 豚キムチ炒め

レタスサラダ 千切りサラダ かぼちゃサラダ フレンチサラダ ほうれん草ともやしナムル

三色きんぴら ほうれん草とベーコンの油炒め ミネストローネ ほうじ茶プリン 中華コーンスープ

みそ汁(なめこ､ねぎ) みそ汁(ｼﾞﾔｶﾞｲﾓ､ﾜｶﾒ) オニオンコンソメスープ

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

とうもろこしと豆腐のとろみ炒め もやしと豚バラ炒め あじの塩焼き 五目卵焼き サワラの煮つけ

きのこのみぞれ和え アスパラガスのサラダ 白菜の梅肉和え 春雨と胡瓜の酢の物 スイートポテトサラダ

野菜ソテ－ さつま芋の甘辛煮 大豆の磯煮 ちんげんさいの豆乳煮 ごぼうとしめじのバター炒め

11月6日(日) 11月7日(月) 11月8日(火) 11月9日(水) 11月10日(木) 11月11日(金) 11月12日(土)

バタ－ロ－ルパン デニッシュチョコ ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

ﾌﾙｰﾂﾖ-ｸﾞﾙﾄ 牛乳 ツナオムレツ ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ 牛乳 ミニプチ丸 コーヒー牛乳

野菜ジュース鉄分入り ハムサラダ みそ汁、漬物 スパサラダ ｺｰﾝサラダ みそ汁、漬物 ツナサラダ

ご飯 ご飯 ご飯 三色丼 おにぎり ご飯 ご飯

タラのケチャップ炒め 鮭のホイル焼き 鶏肉とさつま芋のあまがら煮 レタスの胡麻酢和え ほうとう風うどん ツナじゃが チンジャオロースー（カレー味）

コールスローサラダ ひじきサラダ２ 切り干し大根のごまマヨサラダ すまし汁（そうめん） ゴマネーズ和え きのこナムル 胡瓜と山芋の酢の物

秋のみそ汁 春雨とつくねのス－プ 豆腐ス－プ２ みかん 水ようかん芋 玉子の中華風スープ シンプルサンラータン

親子丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

大根とわかめの梅おかか和え プルコギ さばの塩麹焼き ぶりの卸煮 豆腐ステーキ 豚肉のオイスター炒め かれいの煮つけ

しば漬け もやしとハムの辛子醤油和え 柿なます ほうれん草ともやしナムル しらすサラダ コーン和え 白菜ゆずマヨネーズ和え

蒸しシュ－マイ 高野豆腐の卵とじ煮 ひき肉とキャベツのごまマヨ炒め 小松菜と昆布の煮浸し にらともやしの卵とじ ふんわり玉子あんかけ

11月13日(日) 11月14日(月) 11月15日(火) 11月16日(水) 11月17日(木) 11月18日(金) 11月19日(土)

バタ－ロ－ルパン クリ－ム小町 ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

ﾌﾙｰﾂﾖ-ｸﾞﾙﾄ 牛乳 だし巻き卵 ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ 牛乳 コンビオムレツ コーヒー牛乳

野菜ジュース鉄分入り チーズサラダ みそ汁、漬物 ﾎﾟﾃﾄサラダ ハムサラダ みそ汁、漬物 ｺｰﾝサラダ

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ハヤシライス 鮭ご飯 ご飯

さばのピリ辛利久焼き 麻婆豆腐 焼きそば さんまの蒲焼き フレッシュサラダ 厚揚げのそぼろあんかけ マカロニグラタン

れんこんのしゃきしゃき酢 大根のさっぱりサラダ ゆで卵と水菜のポン酢サラダ 白菜と竹輪のおかか醤油和え ぶどうゼリー れんこんとにんじんのゆず風味 グリーンサラダ

野菜と鶏肉の味噌汁 ワンタンス－プ みそ汁(生揚げ､ｷｬﾍﾞﾂ) 里芋のカレーそぼろ煮 呉汁 ポトフ

みかん みそ汁(油揚げ､わかめ)

牛丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

コールスローサラダ 千草焼き 赤魚の煮つけ もやしと豚バラ炒め しいらのパン粉焼き 鶏肉の甘酢炒め さばの柚子味噌焼き

鉄分入り玉子ボーロ トマトのマリネ スイートポテトサラダ ほうれん草となめたけ和え物 切り干し大根のピリ辛サラダ 春菊のピ－ナッツ和え 中華きゅうり

白菜クリーム煮 野菜ソテ－ ふろふき大根 玉子とピーマン、ハムの炒め物 ひじきと竹輪の煮物 高野豆腐とインゲンのトロトロ煮

11月20日(日) 11月21日(月) 11月22日(火) 11月23日(水) 11月24日(木) 11月25日(金) 11月26日(土)

バタ－ロ－ルパン デニッシュバター ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

ﾌﾙｰﾂﾖ-ｸﾞﾙﾄ 牛乳                                                      ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ 牛乳 みそ汁 コーヒー牛乳

野菜ジュース鉄分入り ツナサラダ みそ汁、漬物 マカロニサラダ チーズサラダ ミニプチ丸、漬物 ハムサラダ

ご飯 ご飯 ご飯 牛肉とごぼうのお寿司 ご飯 ご飯 ご飯

鮭のピザ風焼き 外注弁当 そら弁当 がんもどきの野菜あん あじの南蛮漬け 野菜ラーメン ピーマンのコーン入り肉詰め

ミモザサラダ コ－ンクリ－ムス－プ 沢煮椀 吸い物(うずら卵) フレッシュサラダ ミニにら玉 切り干し大根のピリ辛サラダ

ほうれん草の洋風煮びたし 水ようかん抹茶 かぼちゃの甘煮 杏仁豆腐 みそ汁(にら､ねぎ)

みそ汁(ﾎｳﾚﾝ草､えのき)

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

カニ玉野菜あん たらのムニエル 赤魚のみそ煮 セロリと豚肉の炒め物 れんこんと鶏肉の炒り煮 鮭のマヨネーズ焼き さわらゴマ焼き

ばんさんすう さつまいもの白和え ブロッコリーサラダ２ 温泉卵のなめたけおろし 枝豆のおろし和え ﾂﾅときゅうりのﾊﾞﾝﾊﾞﾝｼﾞｰ ﾌﾞﾛｯｺﾘ-としめじのおかかマヨ

中華スープ ﾆﾝﾆｸの茎入もやし炒め ひき肉とｷｬﾍﾞﾂのごまマヨ炒め ｲﾝｹﾞﾝとさつまあげの煮物 なすとﾋﾟ-ﾏﾝｿﾃ- 三色きんぴら 野菜の玉子とじ炒め

11月27日(日) 11月28日(月) 11月29日(火) 11月30日(水)

バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

ミニ弁当（朝ミ） 牛乳 ツナオムレツ スパサラダ

野菜ジュース鉄分入り ｺｰﾝサラダ みそ汁、漬物 ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ

ご飯 ご飯 ご飯 カレーライス

外注弁当 おでん そら弁当 グリーンサラダ

かき玉汁 れんこんとｾﾛﾘのﾏｽﾀｰﾄﾞｻﾗﾀﾞ 高野豆腐のチャウダー マンゴープリン

カットりんご

中華丼 ご飯 ご飯 ご飯

焼ぎょうざ サンマの蒲焼き ﾂﾅ玉の甘酢ｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽ 魚のあんかけ

チョコウエハース 小松菜おひたし 胡瓜とハムの酢の物 白菜と竹輪のおかか醤油和え

のりぽてと もやしのカレ－炒め れんこんと鶏そぼろの甘辛煮
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夕
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