
ごはん 米 黒ごまビスケット・牛乳 ごはん 米 アンパンマンせんべい・牛乳
鮭のちゃんちゃん焼き 鮭・キャベツ・人参・しめじ・バター・味噌・みりん・砂糖 鶏の生姜マヨ焼き 鶏もも・マヨネーズ・醤油・みりん・酒・砂糖・生姜・玉葱

大根のそぼろ煮 大根・豚挽肉・醬油・砂糖・片栗粉 白菜のお好み焼き・牛乳 蓮根きんぴら 蓮根・人参・醤油・酒・ごま油・みりん・ごま コーンピザ・牛乳
わかめスープ わかめ・玉葱・人参・ごま・鶏がら・醤油 小麦粉・白菜・ねぎ・豚ばら・チーズ・油 もやしの味噌汁 もやし・人参・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・小麦粉・食塩・オリーブ油・マヨネーズ

くだもの ケチャップ・砂糖・醤油・ウスター・みりん・青のり くだもの コーン・クリームコーン・チーズ

ごはん 米 とろべー・牛乳 ミートスパゲティ スパゲティ・バター・合挽肉・玉葱・人参・にんにく・小麦粉 ルヴァン・牛乳
豚の生姜焼き 豚ばら・油・玉葱・人参・酒・生姜・醤油・みりん・片栗粉 ケチャップ・トマト缶・ウスター・砂糖・食塩

蓮根のマヨネーズ和え 蓮根・胡瓜・コーン・梅干し・マヨネーズ・醤油・かつお節 桃のホットケーキ・牛乳 ブロッコリーのソテー ブロッコリー・ベーコン・人参・コーン・醤油・コンソメ たぬきむすび・牛乳
小松菜の味噌汁 小松菜・えのき・人参・豆腐・玉葱・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・砂糖・牛乳・バター・桃缶 和風ポテト じゃが芋・青のり・ゆかり・ごま 米・天かす・醤油・みりん・砂糖

くだもの くだもの ねぎ・もみのり・ごま

ごはん 米 アンパンマンせんべい・牛乳 干し芋・牛乳
鶏のねぎ焼き 鶏もも・ねぎ・醤油・酒・みりん

ほうれん草のナムル ほうれん草・もやし・人参・コーン・ごま油・ごま・醤油・酢・砂糖 鬼まんじゅう・牛乳 紅茶ケーキ・牛乳
キャベツの味噌汁 キャベツ・油揚げ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 さつま芋・小麦粉・片栗粉・砂糖・食塩・水 ホットケーキ粉・紅茶・砂糖・バター・牛乳

くだもの
豚丼 米・豚もも・玉葱・椎茸・人参・しらたき・ねぎ おやつ・牛乳 鶏めし 米・ごま油・鶏もも・ごぼう・人参・しめじ・醤油・酒・みりん・砂糖・にんにく おやつ・牛乳

醤油・砂糖・食塩・片栗粉 具だくさん汁 豆腐・人参・玉葱・ねぎ・じゃが芋・味噌

大根スープ 大根・鶏挽肉・玉葱・人参・ねぎ・鶏がら・酒・食塩・ごま お芋パン・牛乳 くだもの 抹茶あんぱん・牛乳
くだもの

ごはん 米 ルヴァン・牛乳 ごはん 米 マンナウエハース・牛乳
鶏の味噌チーズ焼き 鶏もも・味噌・砂糖・みりん・チーズ 豚肉と昆布の炒め煮 豚ばら・ごま油・刻み昆布・酒・醤油・生姜・砂糖

切干大根のパリパリ炒め 切干大根・ベーコン・にら・酒・醤油・ごま油 スイートポテト・牛乳 キャベツサラダ キャベツ・胡瓜・人参・コーン・ツナ・醤油・酢・砂糖 チヂミ・牛乳
中華スープ 豆腐・人参・玉葱・もやし・ねぎ・鶏がら・醤油 さつま芋・バター・砂糖・牛乳 ほうれん草の味噌汁 ほうれん草・えのき・人参・豆腐・玉葱・ねぎ・味噌 小麦粉・片栗粉・豚ばら・にら・コーン

くだもの くだもの 食塩・チーズ・ごま油・醤油・酢・砂糖

ごはん 米 干し芋・牛乳
カレイの照り焼き カレイ・醤油・みりん 蓮根ちらし寿司 米・酢・砂糖・食塩・鶏挽肉・人参・蓮根・油揚げ・醤油・砂糖・酒・みりん・もみのり・ごま ハイハイン・牛乳
白菜のチョレギサラダ 白菜・ちくわ・人参・もみのり・醤油・ごま油・ごま 抹茶スティックパイ・牛乳 カレイのねぎ焼き カレイ・ねぎ・醤油・酒・みりん

豚汁 豚ばら・さつま芋・人参・しめじ・油揚げ・ねぎ・しらたき・ごま油・味噌 パイシート・グラニュー糖・抹茶 ブロッコリーのおかか和え ブロッコリー・人参・醤油・砂糖・かつお節 いちごサンド・牛乳
くだもの 大根の味噌汁 大根・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 食パン・ホイップクリーム・いちご

ごはん 米 マンナウエハース・牛乳 くだもの
鶏塩回鍋肉 鶏もも・キャベツ・玉葱・ねぎ・ごま油・にんにく・酒・食塩・鶏がら・片栗粉 バターロール バターロール 干しぶどう・牛乳
小松菜とベーコンのマヨ和え 小松菜・人参・もやし・ベーコン・醤油・マヨネーズ・ごま チャプチェ・牛乳 煮込みハンバーグ 合挽肉・玉葱・パン粉・食塩・ウスター・ケチャップ・砂糖

なめこ汁 なめこ・玉葱・キャベツ・わかめ・ねぎ・味噌 牛ばら・玉葱・人参・春雨・ねぎ・にんにく ポテトサラダ じゃが芋・胡瓜・人参・コーン・マヨネーズ・食塩 きな粉おはぎ・牛乳
くだもの 鶏がら・醤油・酒・砂糖・ごま油・ごま コーンスープ コーン・ほうれん草・玉葱・人参・えのき・コンソメ・醤油 米・もち米・きな粉・砂糖・食塩

クロワッサン クロワッサン 干しぶどう・牛乳 くだもの
ポークチャップ 豚ロース・小麦粉・ケチャップ・ウスター・砂糖・みりん

南瓜サラダ 南瓜・胡瓜・人参・コーン・マヨネーズ・食塩 大根菜おにぎり・牛乳
レタススープ レタス・ベーコン・人参・玉葱・コンソメ・醤油 米・大根の葉・砂糖・醤油・みりん

くだもの ごま油・ごま・塩昆布

ごはん 米 ハイハイン・牛乳
のり塩からあげ 鶏もも・酒・にんにく・食塩・鶏がら・青のり・片栗粉・油 チキンカレー 米・鶏もも・じゃが芋・玉葱・人参・しめじ・カレールウ・りんご・バター 黒ごまビスケット・牛乳
もやしの中華和え もやし・人参・胡瓜・ごま油・醤油・酢・砂糖 レーズンココアケーキ・牛乳 南瓜のチーズ焼き 南瓜・チーズ・パセリ粉

豆腐の味噌汁 豆腐・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・牛乳・バター・砂糖 マカロニサラダ マカロニ・ハム・人参・胡瓜・キャベツ・マヨネーズ・醤油 小松菜と小豆のケーキ・牛乳
くだもの ココア・干しぶどう くだもの ホットケーキ粉・砂糖・小松菜

ゆで小豆缶・牛乳・バター

ちゃんぽんうどん うどん・豚ばら・玉葱・キャベツ・もやし・にら・醤油・ごま油・鶏がら おやつ・牛乳
さつま芋の塩昆布マヨ さつま芋・塩昆布・マヨネーズ・ごま

くだもの オレンジゼリー・牛乳

ごはん 米 黒ごまビスケット・牛乳
鶏のねぎ塩焼き 鶏もも・食塩・しょうゆ・みりん・酒・ねぎ ごはん 米 アンパンマンせんべい・牛乳
ひじきの煮物 ひじき・人参・油揚げ・醤油・砂糖・ごま油・ごま・かつお節 五目あんかけラーメン・牛乳 鶏レバーの味噌煮 鶏レバー・生姜・味噌・砂糖・みりん・酒

えのきの味噌汁 えのき・玉葱・ねぎ・豆腐・キャベツ・味噌 中華麺・豚ばら・白菜・人参・玉葱・もやし・チンゲン菜 ブロッコリーの和風マヨサラダ ブロッコリー・人参・マヨネーズ・醤油・砂糖・かつお節 焼きそば・牛乳
くだもの ・ごま油・生姜・醤油・鶏がら・オイスター・酒 にら中華スープ 豆腐・人参・玉葱・もやし・にら・鶏がら・醤油 中華麺・豚ばら・キャベツ・人参・もやし・ごま油

ごはん 米 とろべー・牛乳 くだもの ウスター・醤油・オイスター・みりん・砂糖

牛肉のスタミナ炒め 牛ばら・キャベツ・人参・玉葱・にんにく・醤油・酒・ごま油・オイスター ごはん 米 干し芋・牛乳
じゃこサラダ ほうれん草・キャベツ・コーン・醤油・ごま・しらす バレンタインサブレ・牛乳 梅ジンジャーポーク 豚ばら・玉葱・もやし・キャベツ・油・梅干し・生姜・醤油・酒・みりん・砂糖・片栗粉

白菜の味噌汁 白菜・油揚げ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 小麦粉・砂糖・生クリーム 白菜の納豆和え 納豆・白菜・ほうれん草・人参・ごま油・醤油・砂糖・ごま・もみのり・かつお節 メロンパンスコーン・牛乳
くだもの ベーキング粉・ココア 麩の味噌汁 麩・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・牛乳・バター

くだもの バニラエッセンス・グラニュー糖
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☆今月は旬の食材としてキャベツ・ブロッコリー・大根・小松菜・ほうれん草・白菜・ねぎ・蓮根などを取り入れています。
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