
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝
・ご飯　・味噌汁
・焼鮭　・切干し大根　・ハ
ム炒め　・長芋の酢の物

・ご飯　・コンソメスープ
（ソーセージ　ミックスベジ
タブル　レタス）　・タラの粗
漬け　・三つ葉とキノコのソ
テー　・イカの松前漬け　・

・おかゆ　・味噌汁（大根
ナルト）塩ホッケ　・山芋と
ろろ　・野菜の卵とじ　・松
前漬け　・福神漬け

・ご飯　・お吸い物（鶏ごぼ
う　舞茸）　・キャべツとエ
ビのガーリック炒め（長ネ
ギ）　・豚肉と水菜の酒蒸
し（しめじ）　・大根サラダ
（ツナ）

・ご飯　・味噌汁（卵　カニ
カマ）　・焼鯖　・人参のキ
ンピラ　・肉団子と玉葱の
和え物　・煮豆　・昆布の
佃煮

昼

・マグロ丼　・お吸い物（舞
茸　卵　三つ葉）・レモン漬
け鶏肉　・ポテトサラダ　・
かぶの漬物　・フルーツ
みつ豆

・ご飯　・味噌汁　・タラの
粕漬け　・三つ葉とキノコ
のソテー　・フルーツヨーグ
ルト（桃　みかん）

・づけ丼　・味噌汁（舞茸）
煮物（天カマ　大根　こん
にゃく　卵）　・水菜のサラ
ダ　・フルーツ（バナナ　み
かん）

・ご飯　・味噌汁（ブナ
ピー）　・焼鮭　・マカロニ
サラダ　・フキ天カマ煮　・
キューリとワカメの酢味噌
和え

・のり巻き　おいなり　・白
菜の酢の物　・カキフライ
・味噌汁（舞茸　長ネギ）
・フルーツヨーグルト（パイ
ン　みかん　さくらんぼ）

夕

　・ご飯　・味噌汁（ニラ
玉）・豚の生姜焼　・レタス
・ふき山菜の煮物　・なす
の味噌炒め

・ご飯　・五目ラーメン　・
ソーセージのマヨ和え　・
ナスと揚げの炒め物　・フ
ルーツ（みかん　パイン）

・ご飯　・コンソメスープ（白
菜　ベーコン　長ネギ
シューマイ）　・肉じゃが　・
しらすの大根おろし和え　・
焼サンマ

・ご飯　・味噌汁（すり身）
・ホッケ　・マカロニサラダ
・天カマとフキの煮物

・ご飯　・そうめん汁　・ホッ
ケ　・フルーツヨーグルト
（バナナ　パイン　みかん）
・フキ　天カマの煮物
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朝

・ご飯　・味噌汁（椎茸　し
めじ　ブナピー）　・焼鮭　・
昆布の佃煮　・すじこ　・フ
ルーチェ（いちご）　・ほう
れん草のおひたし

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（ハラス）　・煮物（大根　人
参　生揚げ　コンニャク）
・酢の物（長芋　キュウリ
みかん皮）和え物（ほうれ
ん草　かつおぶし）

・ご飯　・お吸い物（ネギ
鶏つくね）　・豚肉ともやし
の冷やしカブ　・和え物（山
芋　ワカメ　カニカマ）　・大
根と椎茸の味噌煮

・ご飯　・味噌汁(豆腐　ナ
メコ）　・鮭　・天カマ　玉葱
ほうれん草の卵とじ　・子
和え　・フルーツヨーグルト
（いちご）

・ご飯　・味噌汁（大根　人
参）　・ホッケ　・サラダ（レ
タス　トマト）　・フキと人参
のキンピラ　・昆布の佃煮
・福神漬け

・ご飯　・味噌汁（すり身
長ネギ）　・ししゃも　・マカ
ロニサラダ　・もやし青じそ
合え　・ほうれん草とベー
コンのソテー　・イカの酢の
物　・イチゴ

・ご飯　・味噌汁（卵　ふ）
・赤魚の煮つけ　・サラダ
（鶏肉入り）　・切り干し大
根と天カマ煮

昼

・ご飯　・味噌汁（きのこ
山芋）　・ジンギスカン　・
白菜のゆかり和え　・かぶ
の漬物

・赤飯　・お吸い物（ふ　と
ろろ昆布）　・天ぷら（ゆり
根　春菊　椎茸）・オードブ
ル（卵焼き　シーチキン
ハムのポテト巻き　数の子
レタス

・ご飯　・冷やし中華　・サ
ンマのマリネ（刺身サンマ
玉葱　カニカマ　水菜）　・
煮物（ジャガイモ　ベーコ
ン）

・牛丼　・ラーメンサラダ　・
中華スープ（キノコ　キャベ
ツ　卵）

・天丼　・そうめん汁　・
キュウリとワカメの酢味噌
和え　・フルーツヨーグルト
（りんご　マンゴー）　・キュ
ウリの漬物

・ご飯　・お吸い物　・すき
焼き　・キュウリの酢の物
・サラダ（レタス　キュウリ
トマト）

・お花見・　おにぎり　・煮し
め　・から揚げ　・エビチリ
・マカロニサラダ

夕

・ご飯　・味噌汁（大根　人
参　しめじ　油揚げ）　・赤
魚の煮つけ　・ナス　ピー
マン　人参の炒め物　・春
菊ともやしの胡麻和え　・
漬物（人参　かぶ　キュウ

・ご飯　・豚汁　・サンマの
煮つけ　・切り干し大根（豚
肉）ポテトサラダ（キュウ
リ）

・中華丼　・うしお汁（たら
大根　人参　長ネギ）　・サ
ラダ（レタス　トマト　キュウ
リ　玉葱）　・煮物（天カマ
ジャガイモ　挽肉　枝豆）
・いか酢漬け（いか　人参）

・ご飯　・味噌汁　・豆腐の
麻婆ナス　・味噌さんま焼
・ふき　大根のゆず味噌味
・かぶ　キュウリの漬物

・炒飯　・味噌汁（すり身
大根　人参　長ネギ）　・サ
ラダ（じゃが芋　マカロニ
キュウリ　人参）　・麻婆春
雨　・イカの酢の物

・うな丼　・味噌汁（豆腐
ナメコ）　・大根の煮物（人
参　天カマ　インゲン）　・
切り干し大根

・うどん　・ご飯　・煮しめ
・マカロニサラダ
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朝

・ご飯　・エビと卵の中華
スープ　・水菜と豚肉の酒
蒸し　・じゃが芋とカニカマ
の煮物　・数の子　冷奴の
ゴマ昆布和え

・ご飯　・味噌汁（ふ　とろ
ろ昆布）　・ミートボールと
小松菜もやしの炒め物　・
さつま芋と天カマ　人参の
煮物　・林檎と桃のカス
タードクリームかけ

・ご飯　・味噌汁（玉葱
卵）　・鮭　・ソーセージ炒
め　・インゲンとアゲの煮
物　・芋のキンピラ　・トマト
・タラコ

・ご飯　・だんご汁（白菜
大根葉）　・ウィンナー　肉
団子　玉葱のチーズ焼　・
ナスの煮びたし　・大根お
ろし　・塩辛

・ご飯　・味噌汁（豆腐　長
ネギ）　・ホッケ焼　・煮物
（大根　人参　わらび　天カ
マ　竹の子）　・長芋ちくわ
の和え物　・ほうれん草と
えのき和え

・ご飯　・味噌汁（もやし
卵）　・鱈のチーズ焼　・
ウィンナー　ピーマン　昆
布の炒め物　・イカ数の子
・じゃこの佃煮　・かぶの漬
物

・ご飯　・味噌汁（カニカマ
卵）　・鮭　・ほうれん草の
なめたけ和え　・煮物（じゃ
が芋　天カマ）　・玉葱の油
あげとソーセージ和え　・
じゃこの佃煮

昼

・うな丼　・味噌汁（いも
玉葱　ワカメ）　・エビフライ
コロッケ　・サラダ（水菜　ト
マト　キュウリ　アスパラ）

・ご飯　・味噌汁（水菜　白
菜　玉葱　卵）　・ハンバー
グ　・サンマのマリネ（玉葱
人参）　・フルーツポンチ
（みかん　バナナ　ゼリー）

・五穀米　・味噌汁（ニラ
卵）　・コロッケ（キャベツ
焼ラーメン）　・カツオのた
たきのマリネ　・春雨　キュ
ウリのゴマ風味サラダ

・ご飯　・シーフードシ
チュー　・ササミチーズカツ
・ししゃもフライ　・キュウリ
のクラゲ和え　・レタス

・ご飯　・味噌汁（人参　玉
葱）　・麻婆豆腐　・刺身
（まぐろ　サーモン　レタス）
・炒め物（もやし　ピーマン
天カマ）

・ご飯　・味噌汁（さつま芋
玉葱）　・サラダ（水菜
キュウリ　カニカマ）　・ナス
ピーマン　人参の味噌炒
め　・コンニャクのキンピラ

・牛丼　・味噌汁（椎茸　ア
スパラ）　・ナス　人参　ア
スパラの味噌炒め　・カボ
チャの煮物

夕

・ご飯　・シチュー　・ほうれ
ん草のゴマ和え　・ホッケ
・サラダ（キャベツ　トマト
水菜）

・ご飯　・味噌汁（ニラ　卵）
・サンマの生姜煮　・高野
豆腐の肉詰　・カニカマと
ほうれん草の中華和え

・ご飯　・味噌汁（じゃが芋
ワカメ）　・ホッケ　・天カマ
とインゲンの炒め物　・
キュウリの酢の物　・キャ
ベツのおひたし　・水菜　ト
マトのサラダ

・ご飯　・そうめん　・さんま
・長芋　キュウリの酢の物
・里芋　フキ　竹の子　コン
ニャクの煮物　・バナナフ
ルーチェ

・ご飯　・味噌汁（すり身）
・キュウリとワカメの酢味
噌和え　・高野豆腐と豚肉
のすき焼き

・ご飯　・味噌汁（大根　人
参）　・鶏肉の照焼　・玉葱
の油炒め　・キャベツ　トマ
トのサラダ　・酢の物

・ご飯　・味噌汁（白菜　小
アゲ）　・鶏肉と卵の煮物
・レタスとソーセージのサラ
ダ　・きんぴらゴボウ　・カ
ボチャと小松菜の煮物
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朝

・ご飯　・味噌汁（椎茸　豆
腐）　・スパニッシュオムレ
ツ　・きんぴらゴボウ　・ほ
うれん草のおひたし　・紅
ジャコ　・フルーツヨーグル
ト（イチゴ　バナナ）

・ご飯　・お吸い物（あさり
椎茸　長ネギ）　・ナスの和
風挽肉あんかけ　・ホッケ
・長芋の梅和え

・ご飯　・味噌汁（豆腐　玉
葱）　・ベーコンエッグ　・こ
なごと白菜のおひたし　・
大根の煮物

・ご飯　・味噌汁（豆腐　長
ネギ）　・鯖　・天カマ　イン
ゲン　コンニャクの漬物　・
オムレツ（ウィンナー　いち
ご）　・ほうれん草とナメコ
の和え物

・ご飯　・お吸い物（椎茸
舞茸　ふ）　・鶏肉とニラの
卵とじ　・ししゃも　・たくあ
ん　・大根の中華サラダ

・ご飯　・味噌汁（人参　玉
葱）　・ペンネアラビア-タ
・紅ジャコ　・フキの煮物　・
ほうれん草のナメタケ和え
・オレンジ

・ご飯　・味噌汁（豆腐）　・
白身魚の粕漬け　・麻婆豆
腐　・切り干し大根　・メロ
ンフルーチェ

昼

・ご飯　・シーフードシ
チュー　・高野豆腐の挽肉
詰煮　・キュウリ　ワカメ
たこの酢の物　・水菜　トマ
ト　ハムのサラダ

・冷やしラーメン　・おにぎ
り　・中華スープ（きのこ
青梗菜）

・ご飯　・そうめん汁（天ぷ
ら　長ネギ）　・たこ　キュウ
リの酢の物　・赤魚の粕漬
け　・小松菜　人参のゴマ
和え　・フルーツヨーグルト
（みかん　いちご）

・ご飯　・味噌汁（ニラ　卵）
・すき焼き　・大豆煮　・タラ
コの煮つけ　・水菜とコン
ニャクのサラダ

・ビーフシチュー　・コンソメ
スープ　・水菜のサラダ

・ご飯　・味噌汁（高野豆腐
ニラ）　・和風カツレツ（豚
肉　玉葱　ピーマン　舞茸）
・サラダ（レタス　キュウリ
トマト　水菜）　・もやしのお
ひたし

・ご飯　・ポトフ（いも　人参
キャベツ　ベーコン　玉葱
レタス）　・サンマ　・キュウ
リとカニカマの酢の物　・煮
物（大根　人参　天カマ
グリンピース）

夕

・オムライス　・中華スープ
・フキとインゲンの煮物（コ
ンニャク　天カマ）　・赤魚
の煮つけ　・フルーツヨー
グルト（バナナ　イチゴ）

・ご飯　・豚汁　・サンマの
煮つけ　・サラダ（レタス　ト
マト　カニカマ）　・山わさび

・ご飯　・味噌汁（とろろ昆
布　長ネギ）　・鮭　・ポテト
サラダ　・刺身コンニャク
・カボチャの煮つけ

・雑穀ご飯　・味噌汁（玉
葱）　・豆腐と豚肉の卵とじ
・ナスと豚肉の味噌炒め
・かぶ　インゲンの煮物

・マグロのづけ丼　・味噌
汁（ニラ　卵）　・フキと山菜
の漬物　・フルーツヨーグ
ルト（バナナ　いちご　メロ
ン）

・ご飯　・シチュー　・イカの
刺身　・切り干し大根　・ナ
スの味噌炒め

・ご飯　・味噌汁（高野豆腐
人参　卵）　・ホッケフライ
・マカロニサラダ（ハム
キュウリ）　・生昆布の煮物
（コンニャク　天カマ）
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朝

・ご飯　・味噌汁（豆腐　玉
葱）　・焼鯖　・切り干し大
根　・タラコのうま煮　・フ
ルーツヨーグルト（バナナ
りんご　キューイ）

・ご飯　・お吸い物（椎茸
ふ）　・キャベツと鶏肉の
ガーリック炒め　・大根の
煮物　・長芋とカニカマの
和え物　・冷奴の昆布和え

・ご飯　・味噌汁（フキ　ア
ゲ）　・ニラ卵焼き　・ハムソ
テー（レタス　いちご）　・鯖
（大根おろし）　・タラコ　・フ
キの煮物

・ご飯　・味噌汁（ニラ　卵）
・鱈の粕漬け　・魚肉ハム
・フキの油炒め　・チンジャ
オロース　・フルーツヨーグ
ルト（バナナ　もも）

・ご飯　・味噌汁（豆腐　ワ
カメ　三つ葉）　・赤魚の粕
漬け　・ツキコンニャクの煮
物　・サラダ（水菜　カニカ
マ　トマト）大豆煮

昼
・お好み焼（いか　豚肉
キャベツ）　・赤飯　・フ
ルーツポンチ

・ご飯　・シーフードシ
チュー　・コロッケ　・サラダ
（水菜　キュウリ　カニカ
マ）　・ピーマンとモヤシの
炒め物　・イチゴのホイップ
クリームかけ

・ご飯　・味噌汁（ニラ　ナ
ルト　豆腐）　・カレーの煮
つけ　・春雨煮（挽肉　長
ネギ　椎茸）　・フキの煮物
・フルーツヨーグルト（バナ
ナ　いちご　りんご）

・和風天津丼（シーフード）
・お吸い物（鶏ゴボウ　ワカ
メ　椎茸　ネギ）　・大根と
水菜のサラダ（ワカメ　カニ
カマ）

・ご飯（鮭フレーク）　・お吸
い物（大根　葉　ワカメ）　・
メンチカツ　・ポテトサラダ
（レタス）　・フキと高野豆
腐の煮物

夕

・ご飯　・そうめん汁　・鮭
ハラス焼（大根おろし）　・
野菜炒め　・いかサラダ　・
イチゴ（生クリーム）

・ご飯　・味噌汁（豆腐　長
ネギ）　・ホッケ焼　・タラコ
和え　・ワカメ　キュウリの
酢味噌和え　・煮物（天カ
マ　大根　人参　里芋）

・ご飯　・お吸い物（鶏ゴボ
ウ　大根　豆腐　ネギ）　・
ジンギスカン　・白菜の酢
の物　・中華くらげ（キュウ
リ）　・フキの煮物

・野菜ラーメン（キャベツ
人参　もやし　豚肉）　・シ
ソご飯　・和風コンニャクサ
ラダ

・ご飯　・にゅうめん（テンカ
ス　ネギ　カニカマ）　・ウ
ナギの卵とじ（豆腐）　・カ
ブとキュウリのあさ漬け　・
ウニクラゲ
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