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ごはん　味噌汁　パイン缶 ごはん 味噌汁 ごはん 清汁 ごはん　味噌汁　みかん缶 ごはん 味噌汁 野菜ラーメン(味噌or醤油) ハヤシライス

あじの甘酢あんかけ 豚キムチ炒め　黄桃ヨーグルト さばの味噌漬け おろしハンバーグ アジフライ 白桃缶 餃子のチリソース コンソメスープ

キャベツの和え物 ほうれん草のピーナツ和え 五目煮 フルーツ缶 ほうれん草の磯部和え 菜の花のナムル フルーチェ(いちご) 海藻サラダ りんご缶

エネルギー 496Kcal たんぱく質 25.1g エネルギー 652Kcal たんぱく質 24.8g エネルギー 593Kcal たんぱく質 24.9g エネルギー 522Kcal たんぱく質 19.2g エネルギー 557Kcal たんぱく質 17.3g エネルギー 1118Kcal たんぱく質 48.0g エネルギー 580Kcal たんぱく質 17.4g

脂質 4.2g 炭水化物 93.6g 脂質 19.4g 炭水化物 98.6g 脂質 14.9g 炭水化物 96.8g 脂質 10.3g 炭水化物 90.3g 脂質 12.9g 炭水化物 95.1g 脂質 33.8g 炭水化物 168.6g 脂質 18.1g 炭水化物 90.2g

塩分 2.4g 塩分 3.3g 塩分 2.0g 塩分 3.3g 塩分 2.9g 塩分 7.3g 塩分 3.0g

ごはん 味噌汁 ごはん 中華スープ ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 親子丼or野菜かき揚げ玉子とじ丼 ごはん　味噌汁　みかん缶 ごはん　味噌汁　黄桃缶

たらの煮つけ 麻婆春雨　　フルーツ缶 桜えび入り卵焼き たらのケチャップあんかけ 中華スープ　　　りんご缶 豆腐のあんかけ 鶏肉のトマトソース

スパゲティサラダ　黄桃缶 小松菜の和え物 青梗菜の炒め物　パイン缶 大根の中華炒め　白桃缶 キャベツの和え物 ほうれん草の和え物 もやしのポン酢和え

エネルギー 568Kcal たんぱく質 23.7g エネルギー 580Kcal たんぱく質 16.3g エネルギー 576Kcal たんぱく質 19.3g エネルギー 558Kcal たんぱく質 20.1g エネルギー 992Kcal たんぱく質 39.8g エネルギー 559Kcal たんぱく質 22.1g エネルギー 519Kcal たんぱく質 23.2g

脂質 11.2g 炭水化物 97.4g 脂質 15.1g 炭水化物 98.1g 脂質 13.3g 炭水化物 98.0g 脂質 13.4g 炭水化物 92.6g 脂質 20.0g 炭水化物 165.1g 脂質 17.1g 炭水化物 84.2g 脂質 11.4g 炭水化物 83.2g

塩分 2.2g 塩分 2.6g 塩分 2.6g 塩分 2.6g 塩分 2.7g 塩分 2.3g 塩分 2.6g

ごはん　味噌汁　フルーツ缶 サンドイッチ 　　パイン缶 ごはん 　　　コンソメスープ ごはん 味噌汁 ごはん　味噌汁　黄桃缶 ごはん(ふりかけ) ポークカレー 　　みかん缶

さばの塩焼き 肉団子のカレースープ 白身魚のパン粉焼き 肉じゃが　　　りんご缶 たらのおろしポン酢ソース おでん鍋　フルーチェ(いちご) コンソメスープ　福神漬け

小松菜の中華煮 菜の花のピーナツ和え マカロニサラダ　白桃缶 キャベツの和え物 かぼちゃのバター醬油炒め さつまいもサラダ もやしの磯部和え　

エネルギー 585Kcal たんぱく質 23.1g エネルギー 599Kcal たんぱく質 20.2g エネルギー 636Kcal たんぱく質 21.5g エネルギー 607Kcal たんぱく質 20.8g エネルギー 563Kcal たんぱく質 22.2g エネルギー 667Kcal たんぱく質 22.9g エネルギー 646Kcal たんぱく質 19.4g

脂質 15.1g 炭水化物 94.8g 脂質 19.6g 炭水化物 92.8g 脂質 18.9g 炭水化物 97.9g 脂質 16.9g 炭水化物 95.0g 脂質 11.4g 炭水化物 96.3g 脂質 18.1g 炭水化物 98.0g 脂質 17.9g 炭水化物 107.2g

塩分 2.4g 塩分 2.3g 塩分 1.6g 塩分 2.3g 塩分 3.0g 塩分 2.5g 塩分 3.8g

ごはん 味噌汁 ごはん 中華スープ ごはん　味噌汁　フルーツ缶 チキンライス　コンソメスープ ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 ごはん　　　コンソメスープ

かぼちゃグラタン かに玉あんかけ　パイン缶 たらのムニエル(トマトソース) えびフライ　　ワインゼリー タラの南蛮漬け ユーリンチー風 手作りオムレツ

わかめサラダ　　　白桃缶 キャベツの和え物 マカロニサラダ 花野菜サラダ 五目煮豆 りんご缶 ごぼうサラダ 　　みかん缶 スパゲティサラダ　黄桃缶

エネルギー 590Kcal たんぱく質 18.6g エネルギー 551Kcal たんぱく質 18.4g エネルギー 535Kcal たんぱく質 20.1g エネルギー 708Kcal たんぱく質 21.1g エネルギー 516Kcal たんぱく質 21.6g エネルギー 589Kcal たんぱく質 24.4g エネルギー 546Kcal たんぱく質 17.7g

脂質 16.1g 炭水化物 97.5g 脂質 12.9g 炭水化物 94.3g 脂質 13.8g 炭水化物 85.6g 脂質 15.9g 炭水化物 119.9g 脂質 8.7g 炭水化物 90.4g 脂質 14.8g 炭水化物 92.8g 脂質 13.5g 炭水化物 91.9g

塩分 3.0g 塩分 2.8g 塩分 2.3g 塩分 2.8g 塩分 2.2g 塩分 2.5g 塩分 1.5g

ごはん 味噌汁 ごはん 　　　コンソメスープ 　　　　◇◆お知らせ◇◆ 〈選択メニュー〉
たらのマヨコーン焼き ブラウンシチュー 　　　　〈行事食〉 ・ 6日　野菜ラーメン （醤油 or 味噌）
レンコン金平　フルーツ缶 わかめサラダ　パイン缶 　　　 25日　クリスマス ・12日 親子丼 or 野菜かき揚げ卵とじ丼

　　　 〈昼食レクリエーション〉
エネルギー 589Kcal たんぱく質 20.8g エネルギー 639Kcal たんぱく質 18.1g ・20日 おでん
脂質 16.5g 炭水化物 92.6g 脂質 17.9g 炭水化物 105.1g

塩分 2.6g 塩分 2.5g     都合により献立を変更することがございます。

おやつ：ホットケーキサンド
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おやつ：メロンゼリー
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お休み

21日 水曜日

クリスマスケーキ作り

木曜日 金曜日 17日16日

おやつ：ぶどうゼリー

水曜日28日

おやつ：黒ごま蒸しパン

おやつ：コーヒーゼリーおやつ：駄菓子

火曜日 14日

27日

おやつ：コーヒーゼリー

火曜日20日

13日

19日18日 日曜日

おやつ：レーズンロールパン(マーガリン)

26日

おやつ：ロールちゃん(ホイップ)

月曜日

月曜日

7日 水曜日5日 月曜日 6日 火曜日

15日

12月献立表

1日 木曜日 2日 金曜日 3日 土曜日 4日 日曜日

おやつ：ようかん

おやつ：やわらかシフォンケーキおやつ：マスカットゼリーおやつ：レーズン蒸しパンおやつ：ホットケーキサンドおやつ：ロールちゃん(チョコ)おやつ：プチパンケーキおやつ：薄皮チョコレートパン

8日 木曜日 10日 日曜日

24日

おやつ：ココアワッフル

日曜日

おやつ：カフェオレゼリーおやつ：バナナスペシャル

クリスマスケーキ作り

25日

土曜日

おやつ：カステラケーキ

9日

おやつ：青りんごゼリーおやつ：マロン＆マロンおやつ：スイスロール

金曜日 12日 月曜日土曜日 11日

おやつ：プチパンケーキ

29日

22日

木曜日

おやつ：やわらかシフォンケーキ

木曜日 23日 金曜日

おやつ：マーブル蒸しケーキ

せせらぎ女池


