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01 昼食 ごはん 米 10

月 さわらの磯辺揚げ 片栗粉、油 さわら あおのり 塩 水
小松菜とちくわのマヨあえ マヨネーズ ちくわ こまつな、もやし、コーン 塩

ひじきの炒め煮 こんにゃく、砂糖、ごま油 大豆、うすあげ にんじん、ひじき だし汁、しょうゆ、みりん

さつまいもの味噌汁 さつまいも みそ たまねぎ、にんじん、えのき、わかめ だし汁 11 昼食 ごはん 米

フルーツ（バナナ） バナナ 木 牛肉のしぐれ煮 糸こんにゃく、砂糖、油 牛肉 たまねぎ、ごぼう、にんじん しょうゆ、みりん
午後おやつ みたらし豆腐団子 白玉粉、上新粉、砂糖、片栗粉 豆腐 しょうゆ、みりん 切り干し大根の卵焼き 卵、ツナ缶 切り干しだいこん、ねぎ しょうゆ、みりん、塩

牛乳 牛乳 大豆とひじきのサラダ 砂糖、オリーブ油 大豆 きゅうり、にんじん、ひじき 酢、しょうゆ、塩

02 昼食 ごはん 米 こまつなの味噌汁 木綿豆腐、みそ、うすあげ こまつな、しめじ、わかめ だし汁

火 ポークソテー オリーブ油、砂糖 豚肉 たまねぎ、しいたけ、しめじ、にんじん 塩 フルーツ（グレープルビー） グレープフルーツルビー

かぼちゃのごまよごし 砂糖 ごま、黒ごま かぼちゃ 塩 午後おやつ 芋けんぴ さつまいも、砂糖、油

キャベツの昆布あえ キャベツ、にんじん、きゅうり、塩こんぶ 牛乳 牛乳
付け合わせ（ミニトマト） ミニトマト 12 昼食 ごはん 米

卵のスープ 豆腐、卵、うすあげ だいこん、わかめ コンソメ、塩 金 マグロのノルウェー風 じゃがいも、オリーブ油、砂糖、片栗粉 まぐろ たまねぎ、にんじん ケチャップ、ソース、しょうゆ、酢

フルーツ（オレンジ） オレンジ だいこんのコンソメ煮 砂糖 だいこん、にんじん しょうゆ、コンソメ、パセリ粉

午後おやつ ミニデニッシュ 小麦粉、砂糖、マーガリン 卵、牛乳 キャベツのゆかり和え キャベツ、きゅうり ゆかり

牛乳 牛乳 もやしのスープ 木綿豆腐 もやし、たまねぎ、わかめ コンソメ、塩

03 昼食 ごはん 米 フルーツ（オレンジ） オレンジ

水 秋鮭の照り焼き さけ しょうゆ、みりん、ケチャップ 午後おやつ フルーツヨーグルト ヨーグルト バナナ、ブルーベリージャム

ブロッコリーのソテー オリーブ油 豚肉 ブロッコリー、たまねぎ、にんじん コンソメ、塩 牛乳 牛乳

和風ポテトサラダ じゃがいも、砂糖 ツナ缶 きゅうり、コーン しょうゆ 13 昼食 カレーうどん うどん、片栗粉 牛肉、卵 たまねぎ、しめじ、にんじん、ねぎ だし汁、カレールウ

豆腐のすまし汁 木綿豆腐 はくさい、にんじん、ねぎ、わかめ だし汁、しょうゆ、塩 土 小松菜ともやしの和え物 しらす干し こまつな、もやし しょうゆ

フルーツ（バナナ） バナナ キャロットグラッセ 砂糖、オリーブ油 にんじん コンソメ
午後おやつ チヂミ風 小麦粉、片栗粉、ごま油 豚ひき肉、卵 キャベツ、にんじん、にら しょうゆ、塩 付け合わせ（ミニトマト） ミニトマト

牛乳 牛乳 フルーツ（オレンジ） オレンジ

04 昼食 ごはん 米 午後おやつ 菓子　

木 鶏肉のカレー揚げ 片栗粉、油 鶏もも肉 カレー粉、塩 牛乳 牛乳

小松菜のごまサラダ マヨネーズ ごま こまつな、もやし、きゅうり、コーン しょうゆ 15 昼食 ごはん 米

ミートスパゲティ スパゲティ、オリーブ油、砂糖 牛ひき肉 たまねぎ、にんじん ケチャップ、ソース、塩 月 さわらのきじ焼き さわら、ごま ねぎ しょうゆ、みりん

なすの味噌汁 木綿豆腐、みそ、うすあげ なす、たまねぎ、ねぎ、わかめ だし汁 南瓜と油揚げの煮物 砂糖 うすあげ かぼちゃ だし汁、しょうゆ
フルーツ（グレープルビー） グレープフルーツルビー 切干し大根のツナサラダ 砂糖 ツナ缶、糸かつお きゅうり、にんじん、切り干しだいこん 酢、塩

午後おやつ かぼちゃケーキ 小麦粉、バター、砂糖 卵 かぼちゃ ベーキングパウダー 青菜のスープ 木綿豆腐 ほうれん草、たまねぎ、にんじん コンソメ、塩

牛乳 牛乳 フルーツ（バナナ） バナナ

05 昼食 ごはん 米 午後おやつ パンプディング 食パン、砂糖 牛乳、卵

金 さわらのきのこ焼き さわら しいたけ、しめじ、えのき、ねぎ しょうゆ、塩 牛乳 牛乳
ほうれん草のはるさめ炒め はるさめ、ごま油 ツナ缶 ほうれん草、たまねぎ しょうゆ、塩 16 昼食 ごはん 米

野菜の甘酢和え 砂糖 キャベツ、もやし、にんじん、きゅうり、コーン 酢、塩 火 ポークビーンズ オリーブ油、砂糖 豚肉、大豆 ホールトマト、たまねぎ、にんじん ケチャップ、コンソメ、酢、塩

付け合わせ（ミニトマト） ミニトマト じゃがいものチーズ焼き じゃがいも、マヨネーズ チーズ

はくさいの味噌汁 木綿豆腐、みそ、うすあげ はくさい、にんじん、わかめ だし汁 白菜ののりあえ オリーブ油、砂糖 しらす干し はくさい、にんじん、のり しょうゆ

フルーツ（オレンジ） オレンジ かぶのスープ 豆腐 かぶ、たまねぎ、かぶの葉 コンソメ、しょうゆ、塩

午後おやつ ココアラスク 食パン、バター、砂糖 牛乳 フルーツ（オレンジ） オレンジ

牛乳 牛乳 午後おやつ ミニマフィン 小麦粉、砂糖、マーガリン 卵、牛乳

06 昼食 親子丼 米、砂糖、片栗粉 鶏肉、卵 たまねぎ、ねぎ だし汁、しょうゆ、みりん 牛乳 牛乳

土 キャベツのサラダ 砂糖、オリーブ油 ほうれん草、キャベツ、コーン 酢、塩 17 昼食 ごはん 米

粉ふき芋の磯風味 じゃがいも あおのり 塩 水 焼き鮭のタルタル添え マヨネーズ さけ、卵 たまねぎ パセリ粉、塩
付け合わせ（ミニトマト） ミニトマト マカロニと小松菜のソテー マカロニ、油 こまつな、しめじ しょうゆ、コンソメ、塩

だいこんのすまし汁 木綿豆腐 だいこん、もやし、わかめ だし汁、しょうゆ、塩 ひじきの酢の物 砂糖 ツナ缶 キャベツ、にんじん、コーン、ひじき 酢、塩

フルーツ（オレンジ） オレンジ 豆腐とわかめの味噌汁 木綿豆腐、みそ もやし、だいこん、ねぎ、わかめ だし汁
午後おやつ 菓子　 フルーツ（バナナ） バナナ

牛乳 牛乳 午後おやつ 鬼まんじゅう さつまいも、上新粉、砂糖 黒ごま ベーキングパウダー、塩

09 昼食 ごはん 米 牛乳 牛乳

火 秋鮭の南蛮風 片栗粉、オリーブ油、砂糖 さけ たまねぎ、にんじん、ピーマン 酢、しょうゆ、塩 18 昼食 ごはん 米

グリーンサラダ マヨネーズ ブロッコリー、キャベツ、きゅうり、コーン 塩 木 鶏肉オレンジ焼き 鶏もも肉 マーマレード しょうゆ、みりん
じゃがいもの煮っころがし じゃがいも、糸こんにゃく、砂糖、油 だし汁、しょうゆ、みりん かぼちゃのサラダ マヨネーズ かぼちゃ、きゅうり、にんじん 塩
付け合わせ（ミニトマト） ミニトマト 大根中華炒め煮 ごま油、砂糖 うすあげ だいこん、にんじん、しょうが しょうゆ、みりん、コンソメ

はくさいと油揚げのスープ うすあげ はくさい、たまねぎ、わかめ コンソメ、しょうゆ、塩、パセリ粉 付け合わせ（ミニトマト） ミニトマト

フルーツ（バナナ） バナナ チンゲン菜のスープ 木綿豆腐 チンゲン菜、もやし、わかめ コンソメ、しょうゆ、塩
午後おやつ 野菜カステラ 小麦粉、砂糖、マーガリン 卵 フルーツ（グレープルビー） グレープフルーツルビー

牛乳 牛乳 午後おやつ バナナケーキ 小麦粉、バター、砂糖 卵 バナナ ベーキングパウダー
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19 昼食 ごはん 米 27 昼食 ちゃんぽん麺 中華めん、ごま油 豚肉、卵 はくさい、たまねぎ、もやし、にんじん、ねぎ、わかめ だし汁、コンソメ、しょうゆ、塩

金 さんまの塩焼き さんま 塩 土 ブロッコリーのツナ和え ツナ缶 キャベツ、ブロッコリー、にんじん、コーン しょうゆ

ほうれん草の白和え 砂糖 木綿豆腐、ごま ほうれん草、にんじん、塩こんぶ しょうゆ さつま芋のひじき煮 さつまいも、砂糖、油 ひじき だし汁、しょうゆ、みりん

きんぴらごぼう こんにゃく、砂糖、ごま油 牛ひき肉 ごぼう、にんじん しょうゆ 付け合わせ（ミニトマト） ミニトマト

きのこの味噌汁 みそ だいこん、なめこ、えのき、ねぎ だし汁 フルーツ（オレンジ） オレンジ

フルーツ（みかん） みかん 午後おやつ 菓子　
午後おやつ 栗入りようかん 砂糖 あん、くり かんてん 牛乳 牛乳

牛乳 牛乳 29 昼食 ごはん 米

20 昼食 焼肉サラダ丼 米、マヨネーズ、砂糖、油 牛肉 キャベツ、ミニトマト、たまねぎ、きゅうり、にんじん、ピーマン しょうゆ 月 さわらの梅かつお焼き さわら、糸かつお うめびしお しょうゆ、みりん

土 青菜の和え物 こまつな、えのき、にんじん、コーン しょうゆ ほうれん草のしらす和え しらす干し ほうれん草、もやし、きゅうり しょうゆ

粉ふき芋（カレー） じゃがいも パセリ粉、カレー粉、塩 大根と油揚げの煮物 砂糖 うすあげ だいこん、にんじん だし汁、しょうゆ、みりん

わかめのすまし汁 厚揚げ はくさい、わかめ だし汁、しょうゆ、塩 かぼちゃのスープ かぼちゃ、たまねぎ、にんじん、わかめ コンソメ、塩、パセリ粉

フルーツ（オレンジ） オレンジ フルーツ（バナナ） バナナ
午後おやつ 菓子　 午後おやつ たまごサンド 食パン、マヨネーズ 卵 塩、パセリ粉

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

22 昼食 ごはん 米 30 昼食 ごはん 米

月 秋鮭の西京焼き ごま油、砂糖 さけ、みそ みりん、しょうゆ 火 豚肉と野菜の炒め物 砂糖、オリーブ油 豚肉 たまねぎ、にんじん、しょうが しょうゆ

かぼちゃの甘煮 砂糖 かぼちゃ、にんじん だし汁、しょうゆ 小松菜のおかかあえ 砂糖 糸かつお こまつな、キャベツ しょうゆ

ごぼうのみそマヨサラダ マヨネーズ ツナ缶、みそ ごぼう、にんじん、コーン ポテトサラダ じゃがいも、マヨネーズ にんじん、コーン、きゅうり 塩

チンゲン菜のスープ 木綿豆腐 チンゲン菜、しめじ、わかめ コンソメ、塩 豆腐とはくさいのすまし汁 木綿豆腐 はくさい、ねぎ、わかめ だし汁、しょうゆ、塩

フルーツ（バナナ） バナナ フルーツ（みかん） みかん
午後おやつ チョコプリン 砂糖 牛乳、生クリーム アガー 午後おやつ バームクーヘン 小麦粉、砂糖、マーガリン 卵、牛乳

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

23 昼食 ごはん 米 31 昼食 ごはん 米

火 牛肉の甘辛炒め 砂糖、ごま油 牛肉 たまねぎ、にんじん、えのき、しいたけ、赤パプリカ、ピーマン しょうゆ 水 鮭の香味焼き さけ、ごま しそ、レモン しょうゆ

キャベツのごま酢あえ 砂糖 ごま こまつな、キャベツ、コーン 酢、しょうゆ ほうれん草のナムル ごま油、砂糖 もやし、ほうれん草、にんじん 酢、しょうゆ

大豆のマセドアンサラダ じゃがいも、マヨネーズ 大豆 にんじん、きゅうり 塩 高野豆腐の煮物 砂糖 凍り豆腐、鶏ひき肉 たまねぎ、にんじん、ねぎ だし汁、しょうゆ

厚揚げとにらの味噌汁 厚揚げ、みそ、豚肉 ごぼう、にら だし汁 かぼちゃとエノキの味噌汁 みそ かぼちゃ、たまねぎ、えのき、わかめ だし汁

フルーツ（みかん） みかん フルーツ（バナナ） バナナ
午後おやつ スティックおさつ さつまいも、砂糖、バター 午後おやつ にんじんの蒸しパン 小麦粉、砂糖、油 卵 にんじんジュース、にんじん ベーキングパウダー

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

24 昼食 ごはん 米

水 さわらの幽庵焼き さわら レモン みりん、しょうゆ

チンゲン菜のしらす和え しらす干し チンゲン菜、キャベツ、にんじん しょうゆ

じゃが芋ごまあえ じゃがいも、砂糖 ごま、黒ごま にんじん しょうゆ

ワカメと玉ねぎの味噌汁 木綿豆腐、みそ たまねぎ、にんじん、わかめ だし汁

フルーツ（バナナ） バナナ
午後おやつ マカロニきな粉 マカロニ、砂糖 きな粉

牛乳 牛乳

25 昼食 チキンカレー 米、じゃがいも 鶏肉、卵 にんじん、たまねぎ、グリンピース、にんにく カレールウ、ケチャップ、ソース

木 大根のそぼろ煮 砂糖、片栗粉 豚ひき肉 だいこん、しいたけ だし汁、しょうゆ、みりん

コールスロー 砂糖、オリーブ油 キャベツ、にんじん、きゅうり、レーズン 酢、塩

付け合わせ（ミニトマト） ミニトマト

フルーツ（グレープルビー） グレープフルーツルビー
午後おやつ りんご風味のポテトパイ さつまいも、しゅうまいの皮、油、砂糖 りんごジャム

牛乳 牛乳

26 昼食 わかめごはん 米 わかめ

金 秋鮭塩焼き さけ 塩

鶏とレンコンの煮物 砂糖 鶏もも肉 れんこん、しょうが だし汁、しょうゆ、みりん

かぼちゃの卵焼き 卵 かぼちゃ しょうゆ、みりん、塩

ブロッコリーのサラダ マヨネーズ ブロッコリー、にんじん、コーン、キャベツ 塩

付け合わせ（ミニトマト） ミニトマト

フルーツ（みかん） みかん
午後おやつ たい焼き(クリーム） 小麦粉、砂糖、マーガリン 卵、牛乳

牛乳 牛乳
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