
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ひじき入りオムレ
ツ　生野菜　林檎　プルー
ン）長芋の三杯酢　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　里芋
の煮物（里芋　人参　鶏も
も　高野豆腐　インゲン）
生卵　えびワサビ　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　伊東
の天ぷら（大根おろし）　き
んぴらゴボウ　たくあん

昼
コンソメスープ　鮭チャー
ハン　サラダ（生野菜　ハ
ム　チーズ）　らっきょ

鍋焼きうどん　盛り合わせ
（カレー風味鱈餃子　生野
菜　果物）　黒糖ゼリー

山かけ蕎麦　恵方巻き
酢生姜　落花生

夕
ご飯　味噌汁　鮭のマリネ
風　切干大根炒め煮　香
の物

ご飯　たち汁　煮込おでん
（大根　黒こんにゃく　鶏手
羽先　伊東の天ぷら　焼ち
くわ）　キャベツサラダ　珍
味

あさり炊込みご飯　味噌汁
焼き魚（一塩さば　大根お
ろし　トマト）　里芋のそぼ
ろ煮　香の物

4 5 6 7 8 9 10

朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（蟹玉あんかけ　生
野菜　小松菜のソテー）
小女子の佃煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　筑前
煮　ミニ納豆（長ネギ　花
カツオ）　香の物　果物

ご飯　味噌汁　牛乳　トル
コ風オムレツ（生野菜）　白
菜の煮浸し　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（角ハムのバター
焼き　生野菜　果物）　ほう
れん草のとびっ子和え　香
の物

ご飯　味噌汁　牛乳　湯豆
腐セット　炒め煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（プレーンオムレツ
生野菜　果物）　黒こん
にゃくの土佐煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（赤魚粕　大根おろし
苺）　ほうれん草の胡麻和
え　香の物

昼
親子とじ　味噌汁　果物
香の物

焼きたてパン　ベジタブル
スープ（温泉卵おとし）　ハ
ムサラダ　飲み物（コー
ヒー　紅茶　牛乳）

タコ天そば　香の物　和え
物

味噌汁　鮭のそぼろ丼　う
どの漬物　金時の煮豆

味噌汁　おにぎりセット（お
にぎり　南瓜コロッケ　生
野菜　果物）　香の物　牛
乳くず餅

きつねうどん　蛸の酢味噌
和え　フルーツヨーグルト
のせ

スープ　ドライカレー　福神
漬　　　野菜サラダ

夕
ご飯　清汁　真鱈の揚げ
煮（大根おろし）　白和え
香の物

ご飯　味噌汁　和風ハン
バーグ（大根おろし　ブ
ロッコリー　南瓜　人参）
切干大根の中華炒め　香
の物

ご飯　味噌汁　ブリ照焼き
（大根甘酢　ゆず）　たら子
和え（キャベツ　大根　人
参）　香の物

ご飯　しじみ汁　豚すき鍋
（生卵）　長芋の梅酢和え
苺ムース　香の物

ご飯　味噌汁　天ぷら盛り
合わせ（えび　さつま芋
茄子　大葉　大根おろし）
インゲンの炒め煮　香の
物

　ご飯　赤だし味噌汁　盛
り合わせ（チキンのカレー
風味　生野菜　苺）　茶碗
蒸し　苺ミルク

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（時鮭のホイル焼き　フラ
イドポテト　トマト）　マカロ
ニサラダ　香の物

11 12 13 14 15 16 17

朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（はんぺんチーズ
サンド　ほうれん草としめ
じのソテー　オレンジ）　え
びワサビ　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　鯖水
煮の山かけ　小松菜の磯
和え　佃煮　苺

ご飯　味噌汁　牛乳　キャ
ベツのマフラー煮　納豆
（しらす　長ネギ）　香の物
果物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（鰊粕　大根おろし　果
物）　からし和え　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（チーズ入りオムレ
ツ　温野菜　トマト）　切り
昆布炒め煮　海苔佃煮
香の物（２種選択）

ご飯　味噌汁　牛乳　里芋
の煮物（里芋　焼きちくわ
大根　人参　インゲン）　温
泉卵　香の物　果物

ご飯　味噌汁　牛乳　玉葱
入りの天ぷら（大根おろし）
たらこ　人参のきんぴら
香の物（２種選択）

昼
昔風ラーメン　フルーツ和
え　一夜漬

焼きたてパン（３種類）
じゃが芋のポタージュ　野
菜サラダ　飲み物（コー
ヒー　紅茶　牛乳）

休み
鴨うどん　ミニ寿司　香の
物

おったまげスープ　チャー
ハン　盛り合わせサラダ
コーヒーぜーリー

かしわ蕎麦　盛り合わせ
（カニクリーミーコロッケ
板かま　玉子焼き）　デ
ザート

わんこうどん　お好み焼き
香の物　果物

夕

赤飯　清汁　盛り合わせ
（ザンギ　生野菜　オレン
ジ）　厚揚げの炒め煮　香
の物

ご飯　味噌汁　焼き餃子
（レモン）　中華風サラダ
香の物

ご飯　みそスープ　お刺身
盛り合わせ　ズイキの炒
め煮　香の物

ご飯　味噌汁　とりササミ
ピカタ焼き　マーボー豆腐
ほたての耳の酢味噌和え

ご飯　かき玉汁　鯖の味噌
煮　ポテトサラダ　人参の
炒め物

麦ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（サイコロステーキ　ほう
れん草＆本しめじのソテー
人参甘煮）　キャベツのお
浸し　帆立の子の煮物

ご飯　味噌汁　ホッケの開
き（大根おろし　大葉　ボイ
ルウインナー）　豆腐の卵
とじ　香の物

18 19 20 21 22 23 24

朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（サンマの蒲焼　小
松菜の梅肉和え　オレン
ジ）　とろろ芋　一夜漬け

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ハムエック　生野
菜　佃煮）　さつま芋の甘
煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　野菜
のソテー　奴豆腐　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物
（五目ひじき　人参　鰊　大
根　インゲン）　納豆　煮豆
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（大根おろし　オレンジ）
黒コンの炒め煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（野菜入りオムレツ
生野菜　プルーン　りん
ご）　煮豆　梅漬　ヤーコン
漬物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（伊東の天ぷら　大
根おろし　トマト）　キャベ
ツの油炒め　香の物

昼
ご飯　味噌汁　うな玉丼
ほうれん草のお浸し　香の
物

焼きたてパン　ミネスト
ローネ　たたきゴボウ　大
根甘酢　　飲み物（コー
ヒー　紅茶　牛乳）

鮭雑炊　盛り合わせ（つく
ね　生野菜　ゼリー）　香
の物

豚肉ときのこうどん　笹寿
司　香の物

オニオンスープ　北湘南レ
ストランオムレツ　野菜サ
ラダ　香の物

かけそばの天ぷらセット
香の物　うどの梅肉和え

ご飯　スープカレー（ゆで
卵　鶏もも　茄子　南瓜
人参）　香の物　梅ゼリー

夕

ご飯　鱈汁　盛り合わせ
（カキフライ　キャベツ　レ
モン）　胡麻和え（ほうれん
草　人参　白菜）　香の物

五穀枚　味噌汁　ジンギス
カン　フルーツミックス　香
の物

ご飯　蕎麦汁　ローストチ
キンとグラタンの盛り合わ
せ　ゴボウ甘辛煮　モカ
ケーキ

ご飯　すり身汁 　盛り合わ
せ（エビフライ　南瓜のフラ
イ　生野菜）　なめたけ和
え（小松菜　オホーツク）
香の物

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（豚ロースガーリック焼き
生野菜　フライドポテト）
春雨サラダ　香の物

ご飯　味噌汁　鱒バター焼
き　切干大根の炒め煮
鯛のアラ煮　香の物

ご飯　赤だし味噌汁　うな
ぎの柳川　ほうれん草の
ナムル（本しめじ　人参
大根）　香の物

25 26 27 28

朝

ご飯　味噌汁　牛乳　ソー
セージのソテー（玉葱　人
参　ピーマン）　温泉卵　香
の物　果物

ご飯　味噌汁　牛乳　珍味
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　山菜
の炒め煮　納豆（しらす
長ネギ）　煮豆　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（大根おろし　苺）　フカ
ヒレ松前漬（大根　ピーマ
ン）　香の物

昼
チャーシュー麺　果物の
ヨーグルト和え

焼きたてパン　あさりカ
レーチャウダー　サラダ
飲み物（コーヒー　紅茶
牛乳）

休み
にゅう麺　赤飯おにぎり
紅生姜　デザート

夕
ご飯　味噌汁　焼き魚（大
根おろし　大葉）　肉じゃが
香の物

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（サンドカツ　生野菜　レモ
ン）　香の物

ご飯　コンソメスープ　ホッ
キカレー　野菜サラダ　福
神漬

ご飯　きのこ汁　盛り合わ
せ（だし巻き卵　合鴨の甘
煮　生野菜）　煮豆　胡麻
和え（ほうれん草　人参）
香の物
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