
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4

朝

ご飯　味噌汁（厚あげ　大根
菜）　牛乳　焼き魚（大根おろし
オレンジ）　キャベツの辛し和
え　香の物

ご飯　味噌汁（豆腐　わかめ
長ネギ）　牛乳　盛り合わせ
（シーチキンオムレツ　生野菜
トマト）　根野菜炒め煮　香の
物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物（里
芋　人参　鶏もも　筍　インゲ
ン）　温泉卵　メロン

ご飯　味噌汁（しめじ　わかめ
長ネギ）　牛乳　盛り合わせ
（チーズ入りオムレツ　生野菜
まぐろ昆布　わかさぎ）　切り干
し大根炒め煮　ひしお漬

昼 鴨うどん　ミニ寿司　香の物
スープ　ホッキ炊き込みピラフ
野菜サラダ　デザート

なめこおろしそば　盛り合わせ
（いかバーグ　生野菜）　デ

ザート

わんこそうめん　お好み焼き
紅生姜　西瓜

夕

ピースご飯　味噌汁（なめこ
大根　春菊）　豆腐ステーキ
ほうれん草胡麻マヨネーズ和
え　トマトのサラダ　紅生姜

ご飯　かき玉汁　鯖の味噌煮し
しとう添え　ポテトサラダ　香の
物

そば寿司　俵むすび　煮込お
でん（大根　黒こんにゃく　天ぷ
ら　卵）　オードブル（生野菜
珍味　タラバ足　ローストチキ
ン　出し巻き卵　茄子素揚　ス
イートコーン）　黒糖ゼリー　メ
ロン 西瓜

ご飯　味噌汁（キャベツ　油あ
げ　大根菜）　干魚の焼き物
（ナメタ　大根おろし　茄子素揚
げ））　マーボー豆腐　胡瓜辛
し漬
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朝

ご飯　味噌汁（絹さや　茄子
椎茸）　牛乳　盛り合わせ（サ
ンマの蒲焼　白菜の梅肉和え
トマト）　とろろ芋　鰹たくあん

ご飯　味噌汁（豆腐　油あげ
万能ネギ）　牛乳　盛り合わせ
（ハムエック　生野菜　プルー
ン　りんご）　大福煮豆　香の
物

ご飯　味噌汁（卵豆腐　万能ネ
ギ）　牛乳　野菜のソテー　奴
豆腐　茄子漬　胡瓜漬

ご飯　味噌汁（あさり　大根菜）
牛乳　煮物（五目ひじき　人参
大根　筍　インゲン　味付椎
茸）　納豆　胡瓜漬　大根味噌
漬

ご飯　味噌汁（南瓜　生のり
三つ葉）　焼き物盛り合わせ
（角ハム　生野菜　トマト）　ひ
じきの炒め煮　梅　のり

ご飯　味噌汁（豆腐　えのき
大葉）　牛乳　盛り合わせ（野
菜入りオムレツ　生野菜　）
小女子佃煮　香の物

ご飯　味噌汁（本シメジ　油あ
げ　長ネギ）　牛乳　盛り合わ
せ（伊東の天ぷら　大根おろし
プルーン）　野菜の炒煮　香の
物

昼
ご飯　味噌汁（麩　わかめ　長
ネギ）　うな玉丼　白菜＆きゃ
べっのお浸し　茄子漬

焼きたてパン　ミネストローネ
デザート　　飲み物（コーヒー
紅茶　牛乳）

鮭茶漬　盛り合わせ（南瓜コ
ロッケ　生野菜　卵醤油漬　プ
チトマト）　オレンジ

豚肉ときのこうどん　納豆まき
いかとキャベツの和え物

スープ　北湘南レストランオム
レツ　焼き茄子といかのサラダ
福神漬

冷たい納豆そば　いんげんの
胡麻マヨネーズ和え　フルーツ
ミックスゼリー

ご飯　スープカレー（ゆで卵
鶏もも　茄子　南瓜　人参
ピーマン）　福神漬　らっきょ
梅ゼリーヨーグルトのせ

夕

ご飯　鱈汁　盛り合わせ（カキ
フライ　生野菜　果物）　胡麻
和え（きゃべっ　人参　春菊
板かま）　味噌漬　りんご胡瓜
漬

ご飯　味噌汁　煮魚　スパゲッ
ティサラダ　香の物

五穀米　味噌汁（南瓜　わかめ
長ネギ）　ラムシャブ　茄子の
味噌炒め　メロン

ご飯　つみれ汁 　盛り合わせ
（エビフライ　南瓜のフライ　生
野菜　オレンジ）　もずく酢　ト
マトサラダ

ご飯　味噌汁（なめこ　長ネギ
大根）　盛り合わせ（豚ロース
ガーリック焼き　生野菜　トマ
ト）　春雨サラダ　香の物　バナ
ナ

ご飯　味噌汁（ニラ　卵）　焼き
魚（七つ星　大根おろし　オレ
ンジ）　切干大根の中華和え
香の物

ご飯　味噌汁（豆腐　本シメジ
長ネギ）　牛スキ柳川風　ナム
ル（ところてん　胡瓜　いか）
香の物
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳　ソーセー
ジのソテー（玉葱　エリンゲ
ピーマン）　温泉卵　黒豆　果
物

ご飯　味噌汁（茄子　花麩）
牛乳　盛り合わせ（はんぺんの
バター焼き　生野菜　トマト）
珍味　香の物

ご飯　味噌汁（芋　生のり　長
ネギ）　牛乳　山菜の炒め煮
納豆（しらす　長ネギ）　二十日
大根梅漬　メロン　キウイ

ご飯　味噌汁（南瓜　春菊）
牛乳　焼き魚（ホッケ　大根お
ろし　りんご　プルーン）　キャ
ベツの炒め煮　大福煮豆　香
の物

ご飯　味噌汁（しめじ　長ネギ
とろろ昆布）　牛乳　盛り合わ
せ（ひじき入りオムレツ　温野
菜　果物）　長芋の梅汁和え
香の物

ご飯　味噌汁（キャベツ　人参）
牛乳　里芋の煮物（里芋　焼き
ちくわ　とりモモ肉　人参　イン
ゲン）　生卵　くらげ和え

ご飯　味噌汁（しめじ　ふのり
大根菜）　牛乳　伊藤の天ぷら
（大根おろし）　たらこ　きんぴ
らごぼう　大根１本しぼり

昼
チャーシュー麺　いなり寿司
酢生姜

焼きたてパン（サンドウィッチ）
あさりカレーチャウダー　牛乳
寒フルーツのせ　飲み物（コー
ヒー　紅茶　牛乳）

休み
にゅう麺　一口おにぎり　抹茶
寒天

味噌汁（茄子　椎茸）　　豚丼
シーフード和え　茎レタス

スープ　ハッシュドビーフ　生ハ
ムサラダ　デザート

コンソメスープ　和風きのこス
パゲッティ　野菜サラダ

夕
ご飯　味噌汁（玉葱　とろろ昆
布）　焼き魚（大根おろし　大
葉）　新芋の肉じゃが　胡瓜漬

ご飯　味噌汁（はんぺん　とろ
ろ昆布　長ネギ）　盛り合わせ
（ヒレカツ　生野菜　レモン）
香の物

ご飯　チキンカレー　きのこサ
ラダ　福神漬　西瓜　レモン水

ご飯　豚汁　盛り合わせ（茄子
のチーズ焼　だし巻き卵　トマ
ト）　白菜のなめたけ和え　香
の物

ご飯　味噌汁（南瓜　油あげ
長ネギ）　鱈の揚げ煮（ししと
う）　胡瓜ゆかり和え　珍味

ご飯　味噌汁（いんげん　油あ
げ　椎茸）　カレーおでん（大根
筍　こんにゃく　バラ肉　焼きち
くわ　茹卵）　コールスローサラ
ダ　梅汁漬　胡瓜漬

ご飯　味噌汁（玉葱　油あげ）
焼き魚（大根おろし　メロン）
南瓜のサラダ　香の物
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り合わ
せ（かに玉あんかけ　生野菜
カーネルコーンソテー）　香の
物　珍味

ご飯　味噌汁（豆腐　生のり
みょうが）牛乳　五目煮（黒こ
ん　土ごぼう　人参　鶏肉　味
付椎茸　大豆）　だし巻き卵
小松菜のお浸し　香の物

ご飯　味噌汁（エリンゲ　板麩
ほうれん草）　牛乳　盛り合わ
せ（トルコ風オムレツ　生野菜
板かま）　白菜の煮浸し　たく
あん

ご飯　味噌汁（豆腐　エリンゲ
長ネギ）　牛乳　盛り合わせ
（角ハムソテー　生野菜　トマト
フライドポテト）　磯和え　香の
物

ご飯　味噌汁（南瓜　とろろ昆
布　三つ葉）牛乳　湯豆腐セッ
ト　シーチキン炒め　卵醤油漬
香の物

ご飯　味噌汁（南瓜　油あげ）
牛乳　焼き魚（赤魚味噌漬　大
根おろし　トマト）　とびっ子和
え（小松菜　オホーツク　胡瓜
とびっ子）　なら漬　胡瓜こうじ
漬

ご飯　味噌汁（エリンゲ　地の
り　三つ葉）　牛乳　盛り合わ
せ（プレーンオムレツ　生野菜
キウイ）　土佐煮　鰹たくあん
茄子漬

昼
ご飯　味噌汁（南瓜　みょうが）
さんま丼　たくあん　いんげん
の胡麻マヨネーズ和え

焼きたてパン（ポテトサンド
ウィッチ　ツナパン　小豆ツイス
ト）ベジタブルスープ（温泉卵
添え）　フルーツ盛り合わせ
（西瓜　メロン　パイン）　飲み
物（コーヒー　牛乳）

ざるそば　天ぷらセット　俵お
にぎり　香の物

味噌汁（（いかすり身　万能ネ
ギ）　鮭寿司　みょうが甘酢漬
いんげん味噌マヨネーズ和え

味噌汁（豆腐　わかめ　長ネ
ギ）　おにぎりセット（南瓜コロッ
ケ　生野菜　トマト　香の物）
コーヒー寒天入りミルクゼリー

スープ　ドライカレー　生ハム
サラダ　福神漬

きつねうどん　小鉢（鮪　玉葱
大葉　みょうが）　西瓜

夕
ご飯　番茶　うどんすき　揚げ
茄子白味噌添え　ところ天　胡
瓜漬

梅かつおご飯　味噌汁（大根
大根菜　油あげ）焼魚（大根お
ろし）　インゲンの炒め煮　　中
華サラダ　大根の梅汁漬

コーンライス　味噌汁（大根
なめこ　長ネギ）和風ハンバー
グ（かぶ　南瓜）　豆腐とトマト
のサラダ　ミックス漬

ご飯　味噌汁（舞茸　油あげ
長ネギ）煮魚（赤カレー）　焼そ
ば　自家製トマトゼリー

ご飯　味噌汁（キャベツ　油あ
げ）天ぷら盛り合わせ（海老
南瓜　菊の花　梅干）　八宝菜
胡瓜と大根の醤油漬

ご飯　赤だし味噌汁（豆腐　な
めこ　三つ葉）　盛り合わせ（チ
キンカレー風味焼き　生野菜
オレンジ）　キャベツと厚あげ
の味噌炒め　ひしお漬　野沢
菜

ご飯　味噌汁（卵豆腐　花麩
万能ネギ）　ホイルチャンチャ
ン焼　牛肉のしぐれ煮　トマト
マカロニサラダ　香の物
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朝

ご飯　味噌汁(あさり　大根　長
ねぎ）　牛乳　盛り合わせ（は
んぺんバター焼　南瓜と玉葱
のソテー　トマト）　珍味（ホッキ
サラダ　胡瓜）茄子漬　西瓜

ご飯　味噌汁（南瓜　三つ葉）
牛乳　鯖水煮の山かけ　ピー
ナツ和え（白菜　小松菜　人
参）　香の物　西瓜

ご飯　味噌汁（小松菜　油あ
げ）　牛乳　キャベツのマフラー
煮　納豆しらす入り　胡瓜漬
オレンジ　キウイ

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き魚
（大根おろし　卵醤油漬）　小
松菜の辛し和え　香の物

ご飯　味噌汁（豆腐　海苔　長
ねぎ）牛乳　盛り合わせ（シー
チキン入りオムレツ　生野菜
トマト　）炒め煮（大根　人参
鶏肉　筍　いんげん）　一夜漬
梅漬　西瓜

ご飯　味噌汁（豆腐　長ネギ
椎茸）　牛乳　煮物（大根　人
参　鶏肉　筍　いんげん）　温
泉卵　胡瓜漬　西瓜

昼
冷しラーメン　冷たい白玉餅
紅生姜

焼きたてパン（ちくわパン　ク
リームツイスト　南瓜角食）　南
瓜のポタージュ　卵醤油漬入り
サラダ　飲み物（コーヒー　紅
茶　牛乳）

休
鴨うどん　ミニ寿司（お刺身）
みょうが酢漬　デザート

焼き茄子とくずのスープ　オム
カレー　鶏ささ身サラダ　ピク
ルス　らっきょ

山菜山かけ蕎麦　盛り合わせ
（アメリカンステーキ　生野菜）
ずんだ餅

夕
ご飯　味噌汁　盛り合わせ（鶏
肉甘辛ソースかけ　生野菜）
胡瓜の酢物　南瓜のニョッキ

ご飯　味噌汁（芋　わかめ）
盛り合わせ（手作り肉シューマ
イ　白菜　トマト）　中華風サラ
ダ　たくあん　茎レタス

ご飯　味噌汁（白菜　あげか
ま）　お刺身盛り合わせ　ズイ
キの炒め煮　香の物

ご飯　味噌汁（はんぺん　ほう
れん草）　盛り合わせ（鶏ささ
みピカタ焼　生野菜　オレンジ）
奴豆腐おろし添え　いかマヨ
ネーズ味噌　梅漬

ご飯　ラーメンスープ　秋刀魚
の味噌煮　ポテトサラダ　香の
物

ご飯　味噌汁（厚あげ　大根）
盛り合わせ（鶏肉のカルビー
焼風　温野菜　トマト）　インゲ
ンの炒め煮　香の物
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