
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
炊込みご飯・味噌汁・肉
じゃが・くるみジャコ・漬
物・みかん・牛乳

ご飯･味噌汁・鳥肉と長ネ
ギの煮物・ほうれん草な
め茸和え・茄子とピーマ
ンの味噌炒め・タラコ・牛
乳

ご飯･味噌汁・ひじき煮・
だし巻き卵・フルーツポン
チ・牛乳

ご飯・味噌汁・おでん（大
根、人参、天カマ）・チー
ズ入り卵焼き・煮豆・ワカ
メと筍酢味噌和え・牛乳

ご飯･味噌汁・煮者（大
根、人参、しみ豆腐）・フ
キと人参の煮物・さつま
芋煮・タラコ・牛乳

ご飯･味噌汁・ミートオム
レツ・煮豆・昆布佃煮・が
んもとしらたきの煮物・お
からひじき煮

ご飯･味噌汁･肉じゃが・
佃煮・山菜煮物・卵豆腐・
牛乳

昼
おにぎり、いなり、細巻・
おしるこ・漬物・煮しめ・焼
鮭・豚汁他

ご飯･あら汁・漬物・コロッ
ケ・ささぎゴマ黄な粉和
え・ゴボウとしらたき煮
物・桃・みかん

ご飯･味噌汁・煮者・焼
魚・ナムル・フルーツ

カレーライス・卵スープ・
ラーメンサラダ・カボチャ、
天カマ煮

梅おにぎり・鶏ごぼう汁・
あんかけ焼そば・茄子味
噌煮・バナナヨーグルト

ご飯･味噌汁・エビフライ
（タルタルソース）・ポテト
サラダ（付生ハム）・天カ
マいろいろ味噌煮

カレーライス・春雨スー
プ・フルーツヨーグルト・レ
タスサラダ（付トマト）

夕
ご飯･卵スープ・生タラコ
煮・煮者・卵丼風煮・大根
ササミサラダ・漬物

ご飯･味噌汁･焼うどん・イ
カ納豆・漬物・里芋ウイン
ナー煮

ご飯･ポトフ・トマトスパゲ
ティ・ピカタ・野菜炒め

ご飯･味噌汁・サンマ焼・
チーズ入りハンペン焼・
白菜お浸し・柿

ご飯･味噌汁・肉団子と
たっぷり野菜の煮物・い
んげん人参白和え・煮
豆・焼魚

ご飯･味噌汁・ホイコー
ロー・茄子天カマ煮・水菜
キュウリ、カニカマのサラ
ダ

握り寿司・味噌汁・カボ
チャ天ぷら・エビ春巻・
柿、キウイフルーツ
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朝

ご飯･味噌汁・里芋人参、
椎茸他の挽肉あんかけ・
ニラと玉ねぎの卵とじ・カ
レーコロッケ・牛乳

ご飯･味噌汁・卵焼き
（チーズ入り）・マカロニの
ケチャップ煮・さつま芋甘
煮・漬物・じゅんさいの三
杯酢・牛乳

ご飯･味噌汁・シュウマイ・
揚げ納豆・ほうれん草お
浸し・漬物・ミックスフルー
ツ・牛乳

ご飯･味噌汁･長芋と鳥肉
の煮物・味噌おでん・切
干大根・たくあん・黒豆・
牛乳

ご飯･味噌汁・目玉焼き・
タラコ・キュウリ・カボチャ
煮・みかん

ご飯･味噌汁・煮者（天カ
マ、高野豆腐）・ほうれん
草ゴマ和え・オムレツ・牛
乳

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
スクランブルエッグ（ミック
スベジタブル入り）・煮豆・
きんぴらごぼう・牛乳

昼

ご飯･味噌汁・豚角煮（大
根、卵入り）・春菊ゴマ和
え・茄子味噌・フルーツ和
え

ご飯･そば汁・大根厚揚
煮・カボチャ煮・タラコ・柿

ご飯･味噌汁・きんぴらご
ぼう・焼餃子・チキンナ
ゲット・塩辛おろし和え・ト
マト

ご飯･卵スープ・グラタン・
天カマかまぼこ煮・ラーメ
ンサラダ・茄子ピーマン炒
め

いなり寿司・うどん汁・鳥
ゴボウ煮・海鮮あんかけ・
さつま芋、カボチャ煮

ご飯･味噌汁・肉じゃが
（鳥挽肉）・鱈の大葉焼・
水菜のサラダ

寿司・茶碗蒸し・オードブ
ル（ローストビーフ、ザン
ギ、エビフライ、卵焼き
他）・煮者・サンドイッチ・
枝豆・ケーキ

夕
五目ご飯・味噌汁・漬物・
焼魚・ポテトサラダ・いん
げんゴマ和え

ご飯･味噌汁・ナムル・か
き揚げ・冷奴・昆布佃煮

ご飯･すり身汁・サンマ塩
焼・煮豆・ほうれん草ゴマ
和え・野菜の中華風卵と
じ

ご飯･味噌汁・酢豚・湯豆
腐（白菜入り）・フキ、天カ
マ煮・キュウリとクラゲの
サラダ

ご飯･シュウマイスープ･
鱈かす焼・はんぺんチー
ズ揚げ・くらげキュウリの
なめ茸和え・フルーツ

ご飯・味噌汁・鯖西京漬
焼・スパサラダ・大根と豆
腐の炒り煮

ご飯･味噌汁・エビかき揚
げ・エビと玉ねぎの卵と
じ・サラダ（玉ねぎ、レタ
ス、ハム）・煮物
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朝
雑炊・味噌汁・漬物・煮
豆・天カマの炒め物・昆布
佃煮・牛乳

ご飯･味噌汁・漬物・芋と
天カマの煮物・炒り豆腐・
クラゲの和え物・サンマ
蒲焼き・牛乳

ご飯･味噌汁・カブ、厚揚
げ煮物・ミートボール・タラ
コ・柿・牛乳

ご飯･味噌汁・きんぴらご
ぼう・ミートボール・煮豆・
もやしとソーセージ炒め・
牛乳

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
野菜と茸のあんかけ煮・
水菜、カニカマ、竹輪の
サラダ・たくあん・牛乳

雑炊・味噌汁・オムレツ・
キャベツ炒め・ほうれん草
ゴマ和え・牛乳

ご飯･味噌汁・シュウマイ
のスープあんかけ・肉じゃ
が・タラコ・煮豆・牛乳

昼

おにぎり・うどん汁・赤魚
かす漬焼・漬物・カボ
チャ、里芋煮物・レタス梅
サラダ・塩辛おろし和え

筍ご飯・味噌汁・春巻・煮
者（大根、鳥団子）・オクラ
きゅうり、シラスのポン酢
和え・トマト・みかん

ご飯･味噌汁・トマト風煮
込みハンバーグ・カボ
チャサラダ・茄子味噌

ポトフ・ナポリタン・唐揚
げ・ピラフホワイトソース・
ホワイトアスパラ

ご飯･味噌汁・ポテト入り
豚もも巻き（付トマト、ブ
ロッコリー、ホワイトアス
パラ）・ほうれん草ゴマ和
え・フキ人参炒め煮

おにぎり・蕎麦汁・コロッ
ケ・もやし、ニラ、豚もも炒
め・みかんヨーグルト

カレーライス・卵スープ・
鴨肉とスモークサラダ・大
根天カマ煮

夕
ご飯･たち汁・焼肉・トマ
ト、レタスサラダ・漬物・タ
ラコスパゲティ・焼茄子

ご飯･味噌汁・焼魚・松前
漬・サンマ芋煮・大根パセ
リサラダ

雑炊・味噌汁・焼魚（赤魚
かす漬）・ブロッコリー
ベーコン炒め・アスパラと
キュウリのトビッコ和え

ご飯･味噌汁・おふくろ煮・
麻婆豆腐（ナス入り）・漬
物・松前漬

ご飯・味噌汁・宗八焼・水
菜のサラダ・白菜と豚肉
の酒蒸し

ご飯･味噌汁・焼きうどん・
焼魚・茄子ピーマン、キャ
ベツの味噌炒め・水菜と
エビのサラダ

ご飯･味噌汁・焼魚・漬
物・中華風煮物・キュウリ
のトビッコ和え
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朝
ご飯･味噌汁・筑前煮・と
ろろいも・ほうれん草と白
菜のお浸し・漬物・牛乳

ご飯･味噌汁･さつま芋
煮・セロリ人参の炒め煮・
温泉卵・苺・牛乳

ご飯･味噌汁・芋煮（天カ
マ入り）・ほうれん草ソ
テー（ハム入り）・茄子漬・
目玉焼き・牛乳

ご飯・味噌汁・卵焼き・野
菜炒め・大根天カマ煮・漬
物・牛乳

人参おじや・味噌汁・シー
チキンとトウモロコシのﾊﾟ
ﾝケーキ・ジャーマンポテ
ト・ほうれん草のなめこ和
え・牛乳

ご飯･味噌汁･切干大根・
きんぴらごぼう・里芋天カ
マ煮・漬物・ハムサラダ・
牛乳

ご飯･味噌汁・ミニオムレ
ツ・シソ昆布・さつま芋甘
露煮・大根（豚挽肉いり）
煮・水菜と豆腐のサラダ・
牛乳

昼

ご飯･味噌汁・つくね・ほう
れん草なめ茸和え・フキ
と厚揚げ、シーチキンの
煮物

いなり寿司・うどん汁・茄
子味噌・海老フライ（タル
タルソース）・フルーツ
ヨーグルト

シーチキン巻き寿司・味
噌汁・天カマコロッケ・温
野菜・トマト・漬物

ご飯･味噌汁・中華あん
かけ・キャベツ、ハムの炒
め物・めかぶ、しらたき煮
物・漬物

茸の炊込みご飯・餃子
スープ・カニクリームコ
ロッケ・鴨肉のブロッコ
リーサラダ・豚角煮（ゴボ
ウ入り）・里芋天カマ煮・
アスパラ

ワカメおにぎり・うどん汁・
さつま芋とカボチャの天
ぷら・ワカメときゅうりの酢
物・切り昆布煮物

ご飯･豚汁・マーボーナ
ス・春菊ゴマ和え・ボイル
ウインナー・チーズ卵焼き

夕
ご飯･味噌汁・焼魚・しら
たき子和え・豚肉と白菜
の蒸し煮（ポン酢和え）

ご飯･味噌汁・マーボー春
雨・ホッケ焼・豆腐と白菜
のあんかけ煮・ミニトマト

ご飯・ワカメスープ・煮込
みハンバーグ・茄子ピー
マン炒め・パスタのサラダ

ご飯･味噌汁・鮭の中華
あんかけ・野菜の味噌炒
め・みかんヨーグルト和え

ご飯･しょうが汁・イカじゃ
が・焼魚・漬物・アスパラ
と水菜のサラダ

ご飯･味噌汁・宗八焼・八
宝菜風煮物・きんぴらご
ぼう・たくあん

ご飯･味噌汁・焼魚・茸の
煮物・マカロニサラダ・い
んげんゴマ和え
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朝

ご飯･味噌汁･カボチャの
煮物・納豆・マーボー春
雨・数の子・ほうれん草と
卵の油炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・煮豆・卵焼
き・キャベツ天カマ炒め・
昆布佃煮・牛乳

　 　   

ご飯･味噌汁・スクランブ
ルエッグ（付ソーセージ）・
シュウマイ・さつま芋煮・
春菊ゴマ和え・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・キャベツ天
カマ炒め煮・春菊のゴマ
和え・焼魚・めかぶ

ワカメおにぎり・うどん汁・
大根と竹輪の煮物・フ
ルーツポンチ

　 　   

カニ雑炊・ロールキャベツ
スープ・ゆり根のかき揚
げ・ヨーグルトみかん・カ
ボチャ煮物

夕

ご飯・味噌汁・焼鮭・茄子
ピーマン味噌炒め・もやし
炒め・おでん（大根、人
参、天カマ）

ご飯・年越しそば・刺身
（マグロ、サーモン、エビ、
ホタテ、白身）・ほうれん
草ゴマ和え・茶碗蒸し

　 　   

ご飯･味噌汁･ゆり根サラ
ダ・ホッケ竜田揚げ・ネギ
と舞茸酢味噌・天カマタラ
コ和え
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