
🌸主食は白米です。

（約170g）

お雑煮 焼き魚 豚肉の中華炒め 三角厚揚げ煮 鶏肉とアスパラの炒め物 ロールパン 出し巻き卵

出し巻き卵 とろろ芋 納豆 卵焼き 炒り卵 クロワッサン 白菜の煮浸し

梅干し 味付けのり チキンナゲット 味付けのり フランクエッグ 梅干し

大根と絹さやの味噌汁 春菊とふの味噌汁 味噌汁 お吸物 コンソメスープ 早春若菜がゆ

さつま揚げと茄子の炒め物 ベーコンと野菜のソテー 焼き魚 レーズンバターロール シーチキンソテー 細切り肉のイタリアンソテー ロールパン

ささかま 卵ロール ソーセージと白菜の炒め物 ハムエッグ 焼きたらこ かぶの三杯酢 レーズンバターロール

漬物 味付けのり ふりかけ コンソメスープ 佃煮 梅干し ミニプレート

玉ねぎと絹さやの味噌汁 エノキ茸と長ねぎの味噌汁 油揚げと絹豆腐の味噌汁 エノキ茸と長ねぎの味噌汁 もやしと絹さやの味噌汁 （オムレツ・ナゲット・ウィンナー）

ポタージュスープ

ミニハンバーグ 焼き魚 ロールパン ささかま ハムと野菜の炒め物 ココアトースト 焼きビーフン

ベーコンの中華ソテー 納豆 クロワッサン 挽肉と白菜のソテー 出し巻き卵 スクランブルエッグ 千草卵焼き

ふりかけ 卵焼き ベーコンともやしのソテー ふりかけ うずら豆 サラダ 漬物

エノキ茸とわかめの味噌汁 いんげんと里芋の味噌汁 マカロニサラダ ホウレン草とエノキ茸の味噌汁 大根と長ねぎの味噌汁 コーンスープ 大根とわかめの味噌汁

コンソメスープ

ベーコンのカルフォルニアソテー 焼き魚 ネオ黒糖ロール ハムとチンゲン菜のソテー さつま揚げのカラフル炒め 食パン ベーコンと野菜のソテー

とろろ芋 卵焼き ベーコンエッグ 卵焼き 納豆 ミニプレート 里芋の煮っころがし

梅干し 味付けのり パンプキンスープ 昆布豆 漬物 （オムレツ・ナゲット・ウィンナー） ふりかけ

味噌汁 じゃが芋の味噌汁 じゃが芋といんげんの味噌汁 ホウレン草と油揚げの味噌汁 コンソメスープ 大根と絹さやの味噌汁

のりロール 焼き魚 ロールパン

ミートボール いんげんの炒め煮 クロワッサン

カリフラワーのマヨ和え 味付けのり 挽肉とポテトのソテー

エノキ茸と油揚げの味噌汁 じゃが芋とわかめの味噌汁 えんどうのドレッシング和え

コンソメスープ
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令和5年 1 月 献　立　表 朝食 練馬区立しらゆり荘
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🌸主食は白米です。

（約170g）

おせち イタリアンバジルチキン 焼き魚 五目釜飯 マカジキのムニエル 豚肉の中華炒め 厚揚げチャンプル

紅白なます マカロニケチャップ 鶏肉のとじ煮 メンチカツ 豚肉といんげんのソテー 五目巾着煮 ギョーザ

花ふとわかめの味噌汁 アスパラのドレッシング和え じゃがべーバーグ 南瓜煮 ポテト アスパラのマヨ和え 南瓜サラダ

黄桃 椎茸と里芋の味噌汁 キャベツと油揚げの味噌汁 お吸物 白菜と油揚げの味噌汁 なめことわかめの味噌汁 しめじとふの味噌汁

ヨーグルト フルーツゼリー プリン バナナ

鶏肉の照り焼き 赤飯 豚肉と茄子の炒め物 赤魚のバターソテー 白身魚のアーモンド焼き チキンの酢豚風 ハムステーキ

ごぼう巻き煮 エビステーキ いわしつみれ煮 挽肉と青菜の炒め物 ミニフランクソテー ミニお好み焼き がんもと茄子の炊き合わせ

山菜のおかか和え 豚肉のカラフルソテー とろろ芋 水菜のカニ風味和え オニオンスライス ザーサイ和え 菜の花の辛し和え

いんげんと絹豆腐の味噌汁 お吸い物 味噌汁 じゃが芋とわかめの味噌汁 大根とわかめの味噌汁 白菜とわかめの味噌汁 大根といんげんの味噌汁

いちご風味大福 オレンジ

焼き魚 鶏肉のすき煮 麻婆茄子 ポークソテー タラの煮付け 豚肉のゆず風味炒め 鶏肉のチーズ焼き

豚肉と車ふの煮物 シーフードソテー ギョーザ ブロッコリーの卵サラダ 豚肉ときのこの炒め物 白和え スパソテー

磯辺小判焼き メンマときゅうりの和え物 さつま揚げ煮 アスパラのマヨネーズ和え 南瓜煮 カリフラワーのマリネ

じゃが芋と絹さやの味噌汁 味噌汁 大根とふの味噌汁 玉ねぎと絹さやの味噌汁 白菜とふの味噌汁 エノキ茸といんげんの味噌汁 里芋の味噌汁

ヨーグルト バナナ フルーツゼリー オレンジ 乳酸菌飲料

ブリの煮付け 筑前煮 焼き魚 鶏肉と南瓜のシチュー ハンバーグステーキ 焼き魚 きじ焼き丼

豚肉と白菜の炒め物 豆腐ハンバーグ れんこんのそぼろ煮 サラダ ペンネソテー 豚肉と青菜の炒め物 チゲ豆腐

大学芋 ビーンズマリネ なめこおろし みかん トマトサラダ 粉ふき芋 お吸い物

エノキ茸と絹さやの味噌汁 里芋とふの味噌汁 玉ねぎとわかめの味噌汁 絹豆腐と絹さやの味噌汁 玉ねぎとふの味噌汁 乳酸菌飲料

おでん カレイのソテーきのこソース 豚肉と冬野菜の蒸し煮

豚肉と茄子の炒め物 三角厚揚げ煮 ミニお好み焼き

里芋と長ねぎの味噌汁 ホウレン草の辛子和え 白滝コールスロー

オレンジ 大根と絹さやの味噌汁 玉ねぎとホウレン草の味噌汁
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