
ロールキャベツ
豆サラダ

12月6日(金) 12月7日(土)12月1日(日) 12月2日(月) 12月3日(火) 12月4日(水) 12月5日(木)
さつま芋とベーコンの豆乳煮込み ピザトースト ほうれん草と卵のソテー 肉団子のトマト煮 ポトフ風 ボイルウインナー

パン パン パン
二色和え かにかまサラダ しろ菜とツナのサラダ 南瓜と枝豆のサラダ スパゲティサラダ

牛乳 スープ コンソメスープ スープ 牛乳

ピーナツ和え
パン バナナムース パン パン

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

いわしの梅煮 青菜と塩昆布のお粥 お麩じゃが 鶏肉と根菜の煮物

スープ ポタージュ
牛乳

厚揚げのそぼろあんかけ 鮭雑炊
二色和え かにかまサラダ 高野豆腐の卵とじ 納豆 スパゲティサラダ 豆サラダ 五目厚焼き玉子

豚肉と白菜の炒め煮

牛乳
ごはん ごはん しろ菜とツナのサラダ ごはん ごはん
味噌汁 味噌汁 牛乳 味噌汁 味噌汁 味噌汁

味噌ちゃんこ鍋

牛乳牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

魚河岸揚げの煮物 タラモサラダ がんもどきの炊き合わせ 五目金平 カリフラワーサラダ
松風焼風つくね 豚肉のマスタードソース 赤魚の粕漬け焼き 豚肉の柳川風 ハヤシライス

大根サラダ ピーチゼリー 里芋のずんだ和え 白菜としめじの和え物 イチゴのムース
ごはん ごはん ごはん コンソメスープ

南瓜の香り揚げ
トマトと大葉の青じそ和え

ごはん
味噌汁 コンソメスープ 味噌汁 味噌汁
ごはん

カレー南蛮うどん シーフードピラフ 蓮根と大葉の肉味噌丼 醤油ラーメン 白身魚のリヨネーズ焼き
ｴﾈﾙｷﾞｰ:597kcal

魚河岸揚げの煮物 タラモサラダ がんもどきの炊き合わせ 五目金平 カリフラワーサラダ 春巻
ピーチゼリー 里芋のずんだ和え 白菜としめじの和え物 イチゴのムース

海鮮中華丼 きつねそば
南瓜の香り揚げ

ザーサイの和え物 トマトと大葉の青じそ和え

コンソメスープ 味噌汁 ごはん 中華スープ
大根サラダ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:476kcal
コンソメスープ

プリン もみじまんじゅう メープルドーナツ コーヒーゼリー ワッフルお

めばるの粕漬焼 鮭のムニエルタルタルソース ハンバーグ　和風おろしソース かれいのたらこマヨ焼 さばの味噌漬け焼き 鶏つくね焼おろしぽん酢 ほっけの漬焼き
れんこんの炒め煮

もやしとニラのおかか和え 小松菜の和え物
じゃがいもの甘辛炒め アスパラベーコンソテー 切り昆布の煮物 マカロニソテー ピーマンの当座煮

フルーツ ごはん ごはん ごはん

ふろふき大根
白和え チーズサラダ 胡瓜のぬか漬け レタスサラダ 刻みおくらの磯辺和え

フルーツ ごはん
味噌汁 ごはん 味噌汁 コンソメスープ すまし汁 ごはん 味噌汁
ごはん

味噌汁コンソメスープ

鰆の梅煮 豚肉の生姜焼き
ｴﾈﾙｷﾞｰ:424kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:521kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:558kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:506kcal

じゃがいもの甘辛炒め アスパラベーコンソテー 切り昆布の煮物 マカロニソテー ピーマンの当座煮
鶏むねのさっぱり野菜のせ チキンピカタ たらの唐揚げ甘酢あんかけ 鶏肉の粗挽きマスタード焼 豚肉の胡麻だれがけ

白和え チーズサラダ 胡瓜のぬか漬け レタスサラダ 刻みおくらの磯辺和え もやしとニラのおかか和え

フルーツ ごはん ごはん ごはん

れんこんの炒め煮 ふろふき大根
小松菜の和え物

フルーツ ごはん
味噌汁 ごはん 味噌汁 コンソメスープ すまし汁 ごはん 味噌汁
ごはん

味噌汁コンソメスープ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1672kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :63.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1647kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :57.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1698kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:1602kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1733kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :60.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1605kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :59.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1457kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.5g   

脂質  :44.1g   食塩相:8.3g   脂質  :62.7g   食塩相:7.8g   脂質  :52.5g   食塩相:10.2g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :65.3g   

脂質  :34.1g   食塩相:9.5g   脂質  :54.8g   食塩相:8.9g   脂質  :61.5g   食塩相:7.1g   脂質  :56.1g   食塩相:10.7g   
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週間献立表

ｴﾈﾙｷﾞｰ:448kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:422kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:430kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:419kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:459kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:488kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:456kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:530kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:570kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:463kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:549kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:611kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:516kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:511kcal

ごはん ピーナツ和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ:514kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:558kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:561kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:528kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:480kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:573kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:421kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:635kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:458kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:615kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:592kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:63kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:89kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:65kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:68kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:189kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:95kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:113kcal

ミニたいやき 杏仁豆腐

ｴﾈﾙｷﾞｰ:514kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:617kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:462kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:523kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:491kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:521kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:525kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:444kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:512kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:484kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1659kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :63.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1542kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1687kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :68.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1525kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :57.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1717kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1749kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :70.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1611kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :59.1g   

脂質  :40.7g   食塩相:9.1g   脂質  :36.4g   食塩相:8.7g   脂質  :48.4g   食塩相:10.7g   脂質  :36.3g   食塩相:8.5g   

都合により献立を変更する場合があります。ご了承ください。
脂質  :58.4g   食塩相:8.6g   脂質  :49.7g   食塩相:10.9g   脂質  :51.8g   食塩相:7.9g   



ｴﾈﾙｷﾞｰ:452kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:567kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:606kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:533kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:664kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:502kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:445kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:552kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:502kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:559kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:519kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:465kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:467kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:51kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:121kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:89kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:112kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:67kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:77kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:104kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:564kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:474kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:473kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:534kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:444kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:473kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:471kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:549kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:568kcal

日
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都合により献立を変更する場合があります。ご了承ください。

週間献立表

ｴﾈﾙｷﾞｰ:427kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:492kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:481kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:467kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:486kcal
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脂質  :49.7g   食塩相:9.4g   脂質  :57.9g   食塩相:8.2g   脂質  :43.2g   食塩相:8.3g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1574kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :63.3g   

脂質  :43.1g   食塩相:8.9g   脂質  :34.6g   食塩相:10.5g   脂質  :52.4g   食塩相:10.2g   脂質  :39.0g   食塩相:8.0g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1555kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :66.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1678kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1733kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :47.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1603kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :63.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1518kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :56.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1702kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.4g   

脂質  :38.8g   食塩相:8.3g   脂質  :41.5g   食塩相:10.1g   脂質  :48.5g   食塩相:8.3g   脂質  :41.5g   食塩相:8.7g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :51.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1478kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :65.8g   

脂質  :64.1g   食塩相:8.6g   脂質  :45.9g   食塩相:9.5g   脂質  :41.2g   食塩相:9.1g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :60.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1513kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :64.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1558kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1509kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:1712kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :59.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1598kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1476kcal

味噌汁味噌汁

フルーツ ごはん
味噌汁 ごはん 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ ごはん 中華スープ
ごはん フルーツ ごはん ごはん ごはん

じゃが芋金平 ニラ玉炒め
なめ茸和え ほうれん草の白和え しそ和え わかめの酢の物 チーズサラダ 漬物 春雨サラダ

さつま芋のレモン煮 切り昆布の煮物 がんもどきの煮物 厚揚げの煮物 ピーマンときのこの炒め
鶏肉の味噌マヨネーズ焼 えびの柳川風 牛肉の甘辛炒め かれいの竜田焼 さわらの菜種焼き 豚角煮 麻婆豆腐

ｴﾈﾙｷﾞｰ:466kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:453kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:544kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:461kcal
味噌汁味噌汁

フルーツ ごはん
味噌汁 ごはん 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ ごはん 中華スープ
ごはん フルーツ ごはん ごはん ごはん

ニラ玉炒め
なめ茸和え ほうれん草の白和え しそ和え わかめの酢の物 チーズサラダ 漬物 春雨サラダ

さつま芋のレモン煮 切り昆布の煮物 がんもどきの煮物 厚揚げの煮物 ピーマンときのこの炒め
さばの塩焼き 豚肉のおろしポン酢 赤魚の酒蒸し　野菜餡 鶏肉の塩麹焼き ポークソテーデミグラスソース あじの幽庵焼 さけの葱味噌焼き

じゃが芋金平

バウムクーヘン グレープゼリークリームブッセ 人形焼き 抹茶クリームパンケーキ ババロア 小倉パイお
ｴﾈﾙｷﾞｰ:449kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:443kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:557kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:522kcal

すまし汁 味噌汁

隠元の胡麻和え 香の物
味噌汁 中華スープ コンソメスープ すまし汁 ごはん ごはん

オクラのおかか和え ナムル オレンジゼリー 小松菜のくるみ和え 胡瓜と蒸し鶏のわさび和え

冬野菜の天ぷら 白糸たらの唐揚げ甘酢あんかけ

ひじきの煮物 焼売 いんげんとベーコンのソテー 里芋の田楽 ごぼうの味噌炒め 切干大根の煮物 れんこんといかの塩炒め
牛丼 五目チャーハン たらこスパゲティ 三色丼 豚ねぎ塩うどん

ごはん
味噌汁 中華スープ コンソメスープ すまし汁 すまし汁 味噌汁
ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん

れんこんといかの塩炒め
オクラのおかか和え ナムル オレンジゼリー 小松菜のくるみ和え 胡瓜と蒸し鶏のわさび和え 香の物

ひじきの煮物 焼売 いんげんとベーコンのソテー 里芋の田楽 ごぼうの味噌炒め
鶏の唐揚げ たらのチリソース タンドリーチキン あなごの卵とじ メバルの甘辛煮 牛肉のすき焼風煮

ｴﾈﾙｷﾞｰ:541kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:505kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:530kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:476kcal
味噌汁味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

牛乳 ポテトサラダ
ごはん ごはん 牛乳 ごはん ごはん ごはん 牛乳
牛乳 牛乳 パンプキンサラダ 牛乳 牛乳

ふんわり真丈の煮物 中華粥
コーンサラダ ドレッシング和え スクランブルエッグ 納豆 大根のサラダ マカロニサラダ 炒り豆腐

あじみりん漬焼 鶏じゃが トマトリゾット ツナと野菜の炒め物 鶏つくねの野菜あんかけ
ｴﾈﾙｷﾞｰ:405kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:434kcal

パン パン
コンソメスープ コンソメ野菜スープ ポタージュ コンソメスープ

パン パン 牛乳 パン パン

ポテトサラダ
牛乳 牛乳 デザート 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

コーンサラダ ドレッシング和え パンプキンサラダ カリフラワーのドレッシングがけ 大根のサラダ
ハムとブロッコリーのソテー 海老ボールのスープ煮 スクランブルトースト ベーコンとﾎﾟﾊﾟｲの卵炒め 野菜とベーコンのクリーム煮 チーズオムレツ チキンのトマト煮

マカロニサラダ

12月13日(金) 12月14日(土)12月8日(日) 12月9日(月) 12月10日(火) 12月11日(水) 12月12日(木)



ｴﾈﾙｷﾞｰ:564kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:475kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:557kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:529kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:528kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:402kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:519kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:522kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:547kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:471kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:657kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:420kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:554kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:53kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:113kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:81kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:77kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:81kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:89kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:142kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:454kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:480kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:489kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:478kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:767kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:542kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:613kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:567kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:456kcal

すまし汁

日
Ｂ

計

週間献立表

都合により献立を変更する場合があります。ご了承ください。

ｴﾈﾙｷﾞｰ:415kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:567kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:455kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:407kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:494kcal

や
つ

夕
食

Ａ

Ｂ

日
A

計

朝
食

Ａ

Ｂ

昼
食

Ａ

B

脂質  :52.3g   食塩相:12.0g   脂質  :55.3g   食塩相:9.2g   脂質  :43.2g   食塩相:9.4g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1548kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :57.4g   

脂質  :41.9g   食塩相:8.0g   脂質  :34.6g   食塩相:11.4g   脂質  :48.9g   食塩相:8.0g   脂質  :34.9g   食塩相:12.2g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1621kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :64.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1751kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :66.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1745kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1656kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :60.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1536kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :56.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1714kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :63.2g   

脂質  :32.7g   食塩相:8.8g   脂質  :35.5g   食塩相:9.4g   脂質  :60.0g   食塩相:9.9g   脂質  :50.5g   食塩相:9.9g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :60.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.8g   

脂質  :38.7g   食塩相:7.4g   脂質  :38.4g   食塩相:10.0g   脂質  :64.2g   食塩相:8.9g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :64.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1532kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :56.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1825kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1646kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:1561kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :63.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1560kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1752kcal

味噌汁
ごはん

すまし汁味噌汁
味噌汁 ごはん すまし汁 中華スープ 味噌汁 ごはん

フルーツ ごはん ごはん ごはん

じゃが芋金平 卵豆腐
ほうれん草のゆず浸し

フルーツ ごはん
大根のポン酢和え なめ茸和え ぬた和え チンゲン菜の中華和え もやしとさつま揚の辛子和え 漬物

南瓜の含め煮 五目しんじょうの炊き合わせ かぶのそぼろあん ビーフン炒め 小松菜ときのこの煮浸し
めばるの竜田揚げ 鶏肉の山椒焼 揚出豆腐 チンジャオロース ほっけの塩焼き 茹で豚のポン酢ソース あじフライ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:450kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:489kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:522kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:506kcal
すまし汁味噌汁

フルーツ ごはん
味噌汁 ごはん すまし汁 中華スープ 味噌汁 ごはん 味噌汁
ごはん フルーツ ごはん ごはん ごはん

卵豆腐
大根のポン酢和え なめ茸和え ぬた和え チンゲン菜の中華和え もやしとさつま揚の辛子和え ほうれん草のゆず浸し

南瓜の含め煮 五目しんじょうの炊き合わせ かぶのそぼろあん ビーフン炒め 小松菜ときのこの煮浸し
豚肉の味噌炒め 赤魚の照り焼 豚肉のわさび醤油 海老のチリソース 牛肉とごぼうの煮込み 鱈の味噌マヨネーズ焼 筑前煮

じゃが芋金平
漬物

もみじまんじゅう オレンジゼリーどらやき 牛乳プリン レモンカップケーキ フルーツあんみつ クリームコンフェお
ｴﾈﾙｷﾞｰ:483kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:477kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:820kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:511kcal

味噌汁

胡瓜の梅肉かけ
コンソメスープ ごはん 青りんごゼリー すまし汁

ヨーグルト（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｿｰｽ） 白菜のお浸し とろろのオクラ和え アスパラの和え物 レタスとかにかまのサラダ

豚丼
サラダ 根菜の煮物 ごぼうの山椒風味炒め さつま芋の煮物 クリームシチュー 三色ピーマンの炒め物

ハヤシライス きつねうどん トンカツ ちゃんぽん 卵と挽き肉のスパイシーピラフ

ごはん
コンソメスープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁 ごはん すまし汁

ごはん ごはん ごはん ごはん 青りんごゼリー

里芋のそぼろ味噌かけ 三色ピーマンの炒め物
ヨーグルト（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｿｰｽ） 白菜のお浸し とろろのオクラ和え アスパラの和え物 レタスとかにかまのサラダ 春菊の白和え 胡瓜の梅肉かけ

サラダ 根菜の煮物 ごぼうの山椒風味炒め さつま芋の煮物 クリームシチュー
カラスカレイのムニエル フライ盛合せ(ﾒﾝﾁ・ﾊﾝﾍﾟﾝﾁｰｽﾞ) さばの煮付け 肉野菜炒め チキンソテーｼｬﾘｱﾋﾟﾝｿｰｽ ちらし寿司 鰆の中華風あんかけ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:483kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:627kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:448kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:514kcal
味噌汁味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

牛乳ポテトサラダ 牛乳 牛乳 かぼちゃサラダ
ごはん ごはん 牛乳 ごはん ごはん ごはん 牛乳
牛乳 牛乳

五目厚焼卵 明太子と大葉のお粥
ほうれん草のお浸し カリフラワーのサラダ 鮭の西京焼 納豆 大根とツナのサラダ スパゲティサラダ 肉野菜炒め

豆腐のそぼろ煮 肉団子の煮物 卵しらす粥 里芋と鶏肉の煮物 はんぺん磯辺焼き
ｴﾈﾙｷﾞｰ:529kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:406kcal

パン パン
トマトスープ コンソメスープ コーンポタージュ コンソメスープ

パン デザート パン パン パン

かぼちゃサラダ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ほうれん草のお浸し カリフラワーのサラダ ポテトサラダ ブロッコリーのかに風味サラダ 大根とツナのサラダ

12月15日(日) 12月16日(月) 12月17日(火) 12月18日(水) 12月19日(木)
ミートボールのコンソメ煮 ツナポテトトースト ハムエッグ ロールキャベツのポトフ風 ミートオムレツ 海老と野菜の炒め物

スパゲティサラダ

12月20日(金) 12月21日(土)
ウインナーソテー



ミートボールのケチャップ煮

ピーナツ和え

12月27日(金) 12月28日(土)12月22日(日) 12月23日(月) 12月24日(火) 12月25日(水) 12月26日(木)
さつま芋とベーコンの豆乳煮込み ベーコンとちんげん菜のソテー スパニッシュオムレツ ソーセージソテー ポトフ風 ツナ入りスクランブルエッグ

牛乳 牛乳 牛乳
白菜のコールスロー かにかまサラダ しろ菜とツナのサラダ 南瓜と枝豆のサラダ スパゲティサラダ

パン パン パン パン パン

春雨サラダ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

スープ コンソメスープ スープ ポタージュ

はんぺんの煮物 チーズリゾット 車麩の煮物 厚揚げのそぼろあんかけ

パン パン
コンソメスープ

牛乳

高野豆腐の卵とじ さつま芋粥
白菜のコールスロー かにかまサラダ ほうれん草と卵のソテー 納豆 スパゲティサラダ ピーナツ和え 炒り豆腐

牛乳 春雨サラダ
ごはん ごはん 牛乳 ごはん ごはん ごはん 牛乳
牛乳

バターチキンカレー アジの野菜あんかけ

味噌汁味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

竹輪の炒り煮 シーザーサラダ れんこんのそぼろ炒め サラダ
鯵の唐揚げ油淋ソース 煮込みハンバーグ 大根と豚肉のこってり煮 チキンソテータルタルソース

ごはん ごはん

チーズサラダ 竹輪のお好み揚げ
キャベツの浅漬け プリン 白菜の梅和え りんごのコンポート マスカットゼリー トマトとわかめの和え物

野菜スープ ごはん
味噌汁 ミネストローネ 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁
ごはん ごはん

かき揚げ丼 スパゲッティミートソース

りんごのコンポート

鶏肉のねぎ塩焼
竹輪の炒り煮 れんこんのそぼろ炒め サラダ 竹輪のお好み揚げ

山菜とろろそば

トマトとわかめの和え物
味噌汁 コンソメスープ ごはん

キャベツの浅漬け 白菜の梅和え

ﾀﾝﾊﾟｸ :16.1g   

味噌汁

イチゴのムース エクレア カステラ チョコババロアお
ｴﾈﾙｷﾞｰ:470kcal

ホキのみぞれ南蛮 豚肉の生姜焼き
里芋の柚子味噌かけ

バナナクレープ ワッフル

さつま揚げとひじきの煮物 野菜ソテー ピーマンともやしの炒め物
めばるの葱味噌焼き ポークピカタ 豚肉のオイスター炒め ｶﾗｽｶﾚｲのﾑﾆｴﾙﾏｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑｿｰｽ 豚肉のごま漬焼

茄子の肉みそかけ
白菜の浅漬け タラモサラダ 青梗菜ともやしのごま和え かぼちゃのマリネ もずく酢 ほうれん草の和え物 切干大根のポン酢和え

切り昆布の煮物 小松菜としめじのソテー

すまし汁
ごはん フルーツ ごはん ごはん ごはん フルーツ ごはん
味噌汁 ごはん 味噌汁 コンソメスープ すまし汁 ごはん

かき玉汁
ｴﾈﾙｷﾞｰ:411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:605kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:511kcal

コンソメスープ
ｴﾈﾙｷﾞｰ:503kcal

鶏肉の梅しそ焼 ほっけの塩焼き
ﾀﾝﾊﾟｸ :24.1g   ﾀﾝﾊﾟｸ :19.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:529kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:558kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:567kcal

切り昆布の煮物 小松菜としめじのソテー
青梗菜ともやしのごま和え

野菜ソテー ピーマンともやしの炒め物

ｴﾈﾙｷﾞｰ:69kcal

鶏むね肉とﾌﾞﾛｯｺﾘｰの塩炒め 白身魚のムニエル ﾗﾀﾄｩｲﾕｿｰｽ

さつま揚げとひじきの煮物
鶏肉のトマトチーズ焼き

白菜の浅漬け タラモサラダ
ごはん

かぼちゃのマリネ もずく酢 ほうれん草の和え物
ごはん

ｴﾈﾙｷﾞｰ:65kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:87kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:100kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:83kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:100kcal

里芋の柚子味噌かけ 茄子の肉みそかけ
切干大根のポン酢和え

鯖の味噌煮

フルーツ ごはん
味噌汁 ごはん

ｴﾈﾙｷﾞｰ:453kcal

コンソメスープ すまし汁 ごはん すまし汁
ごはん

ｴﾈﾙｷﾞｰ:598kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:434kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:588kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:425kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:586kcal

フルーツ
味噌汁

ごはん

ｴﾈﾙｷﾞｰ:423kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :25.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:525kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.8g   

脂質  :50.0g   食塩相:11.4g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:595kcal

コンソメスープ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:530kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:470kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:594kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ :22.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:557kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:520kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:502kcal

かき玉汁

ｴﾈﾙｷﾞｰ:457kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:456kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:498kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:535kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:459kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:495kcal

牛乳 しろ菜とツナのサラダ 牛乳

豚肉とたまねぎの炒め煮

都合により献立を変更する場合があります。ご了承ください。

ｴﾈﾙｷﾞｰ:498kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:557kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:467kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:517kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:481kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:488kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:455kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:637kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ :22.3g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :60.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1717kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :64.1g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1809kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1696kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :63.3g   

脂質  :60.0g   食塩相:10.2g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :69.5g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1699kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :57.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1694kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :64.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1600kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.1g   

脂質  :46.4g   食塩相:11.9g   脂質  :56.9g   食塩相:11.7g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :60.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1672kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:1550kcal

脂質  :48.8g   食塩相:10.8g   脂質  :51.5g   食塩相:9.4g   脂質  :63.7g   食塩相:6.9g   脂質  :50.8g   食塩相:10.9g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1532kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :57.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1493kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1478kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :55.0g   

脂質  :46.9g   食塩相:9.8g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1585kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :60.4g   

脂質  :32.2g   食塩相:10.9g   脂質  :30.3g   食塩相:10.2g   脂質  :37.4g   食塩相:8.6g   

Ａ

B

脂質  :63.2g   食塩相:10.3g   脂質  :40.4g   食塩相:9.9g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1610kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :55.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1888kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :69.2g   

Ａ

Ｂ

日
A

計

朝
食

Ａ

Ｂ

昼
食

日
Ｂ

計

週間献立表

ｴﾈﾙｷﾞｰ:596kcal

クリスマス会

ぶりの照り焼き

や
つ

夕
食



12月29日(日) 12月30日(月) 12月31日(火)

オクラのおかか和え
鯛つみれのスープ煮 ウインナーと野菜のソテー はんぺんマヨネーズ焼き

パン パン パン
ブロッコリーのサラダ 白菜の和え物

牛乳 牛乳
牛乳 ポタージュ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:523kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:464kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:399kcal

コンソメスープ

ﾀﾝﾊﾟｸ :16.0g   

ブロッコリーのサラダ 白菜の和え物 さつま揚げの生姜焼き
ふんわり真丈の煮物 五目巾着煮

ごはん ごはん オクラのおかか和え

蟹雑炊

味噌汁 味噌汁 味噌汁
牛乳 牛乳

ｴﾈﾙｷﾞｰ:450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :15.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :14.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:483kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :25.3g   

牛乳

メバルの甘辛煮 えびピラフ 年越しそば

ほうれん草のわさび和え コーンサラダ 小松菜の胡桃和え
ごぼうの味噌炒め 牛肉と野菜のトマト煮

ごはん コンソメスープ

天ぷら

すまし汁

かつ丼 太刀魚のムニエル
ｴﾈﾙｷﾞｰ:439kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:493kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.4g   

ごぼうの味噌炒め 牛肉と野菜のトマト煮
コーンサラダ

すまし汁 ごはん
ほうれん草のわさび和え

コンソメスープ
ｴﾈﾙｷﾞｰ:573kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:644kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :25.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:568kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.9g   

プリン ドームケーキ（こしあん）お

ｴﾈﾙｷﾞｰ:73kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :1.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:51kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :0.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:106kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :2.4g   

ぜんざい

鶏肉の味噌マヨネーズ焼 ぶり大根 白身魚のムニエルトマトソース

さつま芋のレモン煮 ごま豆腐 焼きなす

ごはん フルーツ ごはん
なめ茸和え しろ菜の辛子和え キャベツの浅漬け

味噌汁 十八穀米 味噌汁
味噌汁

ｴﾈﾙｷﾞｰ:614kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:465kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.0g   

ミックスフライ 鶏肉の竜田焼 牛皿

なめ茸和え しろ菜の辛子和え キャベツの浅漬け
さつま芋のレモン煮 ごま豆腐

ごはん フルーツ ごはん

焼きなす

味噌汁 十八穀米 味噌汁
味噌汁

ｴﾈﾙｷﾞｰ:613kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :13.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:579kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:478kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.3g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1649kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1473kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :60.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1501kcal

脂質  :47.3g   食塩相:8.5g   脂質  :34.6g   食塩相:9.0g   脂質  :39.2g   食塩相:8.6g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :59.3g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :49.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1733kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :60.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1635kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.9g   

脂質  :42.8g   食塩相:8.4g   脂質  :54.4g   食塩相:7.8g   脂質  :40.2g   食塩相:10.1g   
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ｴﾈﾙｷﾞｰ:1709kcal日

Ｂ
計

週間献立表

都合により献立を変更する場合があります。ご了承ください。
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