
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 5 6

朝
・鮭ご飯　・いも団子汁　・
うま煮　・なます　・黒豆　・
ほうれん草卵巻き

・ご飯　・味噌汁　・カラフ
ルオムレツ　・黒豆　・ささ
ぎ煮物　・干し柿和え

・ご飯　・味噌汁　・ベーコ
ン卵焼　・なます　・紅白か
まぼこ　・なめたけおろし
・アスパラバター炒め　　・
たらこ　・いちご

・ご飯　・お吸い物　・焼売
シーフードあんかけ　・しめ
じ入りにら玉　・もやしサラ
ダ　・パイン

・ご飯　・味噌汁　・春巻き
・スパゲティサラダ　・鶏団
子中華煮

・ご飯　・エビすり身汁　・
肉団子　・里芋とふぃき煮
物　・なます　・じゃこおろし
和え

昼

・ご飯　・お吸い物　・刺身
（まぐろ、ホタテ、サーモ
ン、大根、大葉）　・白和え
・茶碗蒸し　・ホタテマリー
ナ

・ご飯　・味噌汁　・豚肉
しょうが焼き　・卵焼き　・
鮭おろし和え　・かに風味
サラダ

・ご飯　・味噌汁　・うなぎ
柳川風　・春雨サラダ　・小
松菜挽肉あん　・数の子

・ご飯　・味噌汁　・豆腐ハ
ンバーグ　・ポテトサラダ
・ほうれん草ごま和え　・フ
ルーツヨーグルト

・ご飯　・豚汁　・焼魚（ほっ
け）　・なます　・サラダ

・ご飯　・お吸い物　・豚肉
ソテー（スパゲティナポリタ
ン、千キャベツ）　・ほうれ
ん草と春菊の卵和え　・も
やしハムの梅ドレッシング
和え

夕

・ご飯　・味噌汁　・エビフラ
イ　・鶏唐揚げ　・伊達巻
・なすピーマン味噌炒め　・
レタス、トマト、きゅうり　・
いちご

・ご飯　・味噌汁　・煮魚
（赤魚）　・栗きんとん　・な
ます　・春菊ごま和え　・サ
ラダ

・ご飯　・味噌汁　・焼魚（さ
んま）　・ホタテバター焼　・
キャベツトマトサラダ　・白
菜みかん甘酢和え　・ほう
れん草なめたけ和え

・しそご飯　・五目うどん汁
・トマトベーコンチーズ焼
・大根サラダ

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（糠さんま、おろし）　・野菜
煮物　・かぼちゃ甘煮　・わ
かめ酢の物

・ご飯　・お吸い物　・高野
豆腐のすり身はさみ煮　・
コロッケ（ブロッコリ添え）
・バンバンジー　・みかん
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朝
・ご飯　・味噌汁　・餃子、
焼売　・なます　・たらこ　・
煮豆　・パイン

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（ほっけ味醂）　・もやしと
かまぼこ和え物　・長いも
とレッシング和え　・佃煮
・フルーツポンチ

・ご飯　・すり身汁　・なすと
鶏そぼろあん　・大根しい
たけ煮物　・もやしちくわの
なめたけ和え

・ご飯　・きのこスープ　・い
んげんとソーセイジの塩昆
布炒め　・なすピーマン味
噌炒め　・切干大根

・ご飯　・味噌汁　・焼魚（さ
んま）　・切干大根　・卵焼
き　・ソーセイジ焼き　・な
ます　・キウィ

・ご飯　・味噌汁　・さんま
蒲焼、おろし　・めかぶ和
え物　・ミートボール　・たく
あん　・のり

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（鮭）　・山菜煮物　・サラダ
・なめたけ和え　・佃煮

昼

・ご飯　・味噌汁　・煮魚
（赤魚）　・春菊もやしごま
和え　・かに酢の物　・野
菜炒め

・ご飯　・味噌汁　・すき焼
き　・アスパラごま和え　・
かにサラダ

・チャーハン　・塩ラーメン
・切干大根　・干いもフリッ
ター　・フルーツゼリー

・牛丼　・スープ　・野菜サ
ラダ　・杏仁豆腐

・ご飯　・スープ　・鶏肉煮
込み　・わかめ酢の物　・
パイン、バナナ、みかん

・ご飯　・味噌汁　・鶏ささ
みのチーズはさみ揚げ　・
トマト　・きんぴらごぼう　・
水菜アスパラサラダ

・ご飯　・お吸い物　・豚肉
煮込み　・揚げと小松菜煮
浸し　・茹ブロッコリー

夕

・ご飯　・お吸い物　・天ぷ
ら（エビ、なす、ピーマン、
さつまいも）　・キャベツ煮
物　・マンゴープリン、バナ
ナ

・ご飯　・水餃子スープ　・
長いもいんげん煮物　・
ラーメンサラダ　・もやしと
オクラおひたし

・ご飯　・シチュー　・カキフ
ライ、メンチカツ　・焼なす
・大根サラダ

・ご飯　・味噌汁　・鶏ごぼ
うバーグ（ごぼう、なす、
キャベツ、玉ねぎ）　・イカ
酢味噌和え　・長いも煮物

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（ほっけ）　・高野豆腐煮物
・かぼちゃ煮付け　・かに
サラダ

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（粕メヌキ）　・豚肉野菜炒
め　・白和え　・キウィとい
ちごヨーグルト和え

・ご飯　・味噌汁　・すき焼
き風煮物　・かぼちゃそぼ
ろあんかけ　・うどんサラダ
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朝

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（鮭）　・さつまいも甘露煮
・野菜サラダ　・昆布佃煮
・焼のり

・ご飯　・味噌汁　・イカ煮
付け　・中華春雨　・昆布
佃煮

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（鮭）　・さつまいも煮物　・
水菜サラダ

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（かれい、おろし）　・スクラ
ンブルエッグ　・ほうれん
草おひたし　・ウィンナーと
ピーマン炒め物

・ご飯　・お吸い物　・焼魚
（さば）　・なすしぎ焼　・松
前漬　・桃

・ご飯　・味噌汁　・焼魚（し
しゃも）　・厚焼き卵　・麻婆
なす　・魚肉ハムサラダ

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（鮭）　・切干大根　・ポテト
サラダ　・昆布佃煮

昼
・いなり寿司　・おでん　・
浅漬け

・牛丼　・中華スープ　・か
ぼちゃ煮付け　・サラダ　・
浅漬け

・ご飯　・お吸い物　・ジン
ギスカン　・サラダ　・大根
酢漬け

・鉄火丼　・すり身吸い物
・にらもやし和え物　・ブ
ロッコリーピクルス

・ひつまぶし　・肉うどん　・
小松菜ごま和え

・和風天津飯　・お吸い物
・大根煮物　・水菜ツナサ
ラダ

・ご飯　・カレーうどん　・
シーフードサラダ　・春雨
煮物

夕
・しそおにぎり　・うどん　・
厚焼きカニ卵焼き　・玉ね
ぎサラダ

・ご飯　・味噌汁　・煮魚（き
んき）　・れんこんと鶏のき
んぴら　・キャベツと揚げ
の炒め物

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（たら）　・なすピーマン味
噌炒め　・もやしハムサラ
ダ

・ご飯　・味噌汁　・煮込み
ハンバーグ　・里芋煮物　・
マカロニサラダ

・ご飯　・味噌汁　・オムレ
ツ（挽肉、野菜）　・スパゲ
ティサラダ　・小松菜、な
す、かまぼこ煮浸し

・ご飯　・味噌汁　・コロッケ
（千キャベツ）　・冷しゃぶ

・ご飯　・味噌汁　・まぐろ
山かけ　・湯豆腐　・野菜
味噌炒め　・カニかまサラ
ダ
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朝
・ご飯　・お吸い物　・さん
ま蒲焼　・豚肉と水菜の酒
蒸し　・煮豆

・ご飯　・味噌汁　・さば缶
おろしかけ　・ウィンナーポ
トフ　・スクランブルエッグ
・トマトサラダ

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（銀かれいみりん漬）　・か
ぼちゃ煮付け　・昆布巻き
・じゃこおろし　・フルーチェ

・ご飯　・味噌汁　・焼魚（さ
んま）　・水菜サラダ　・じゃ
こおろし和え　・桃

・ご飯　・お吸い物　・豚肉
キャベツの卵とじ　・大根ツ
ナサラダ　・昆布巻き　・た
くあん

・ご飯　・味噌汁　ネギ入り
卵焼き　・五目おから　・さ
つまいも煮　・じゃこ佃煮
・たくあん

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（銀だらみりん干）　・ほう
れん草ベーコンの卵とじ
・佃煮　・パインヨーグルト

昼
・ちらし寿司　・お吸い物
・麻婆なす　・みかん

・ご飯　・味噌汁　・豚肉ピ
カタ　・こんにゃくきんぴら
・きゅうりと干し柿酢の物
・グリーンサラダ

・鮭ときゅうりのちらし寿司
・お吸い物　・エビコロッケ
（レタス）　・ほうれん草ご
ま和え　・長いもときゅうり
酢の物

・ご飯　・クリームシチュー
・ラム肉焼　・野菜炒め　・
べったら漬　・フルーツポン
チ

・うな丼　・お吸い物　・長
いもとカニかま酢の物　・フ
ルーツヨーグルト

・ご飯　・お吸い物　・煮魚
（かれい）　・わかめ酢の物
・小松菜と魚介の煮浸し
・フルーツヨーグルト

・ご飯　・シチュー　・まぐろ
山かけ　・野菜炒め　・白
菜、みかんの酢の物

夕

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（ほっけ）　・高野豆腐肉詰
め　・ポテトサラダ　・ちくわ
カレー天ぷら

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（ほっけ）　・肉じゃが　・白
菜ベーコンあんかけ

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（たら）　・煮しめ　・煮豆　・
バナナヨーグルト

・ご飯　・三平汁　・焼魚（さ
ば）　・おから　・白菜おひ
たし　・マカロニサラダ

・ご飯　・味噌汁　・ザンギ
・いんげん人参天ぷら煮
物　・春雨中華サラダ　・フ
ルーツヨーグルト

・ご飯　・豚汁　・まぐろ刺
身　・アスパラ、とまとサラ
ダ

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（ほっけ）　・じゃがいもカ
レー風味ソテー　・大根サ
ラダ　・煮豆
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朝

・ご飯　・味噌汁　・中華あ
んハンバーグ　・高野豆
腐、きのこ煮物　・キャベツ
と鮭の酢和え

・ご飯　・お吸い物　・豚と
しめじ、水菜の酒蒸し　・さ
つまいも甘露煮　・大根ツ
ナサラダ　・わかめとイカ
の酢味噌和え

・ご飯　・すり身汁　・目玉
焼き　・スパサラダ　・フ
ルーツヨーグルト

・ご飯　・味噌汁　・かにと
にらの卵とじ　・たらの子
和え　・野沢菜漬　・佃煮

昼

・ご飯　・味噌汁　・ひれか
つ、エビフライ　・ハムサラ
ダ　・きゅうり、みかん酢の
物　・大根浅漬け

・シーフードスパゲティ　・
ガスパチョ　・アスパラサラ
ダ　・フルーツヨーグルト

・ご飯　・味噌汁　・すき焼
き　・イカ酢味噌和え　・昆
布とじゃこの和え物

・ご飯　・味噌汁　・切干大
根　・餃子　・アスパラとコ
ンビーフの炒め物　・サラ
ダ

夕

・ご飯　・味噌汁　・豆腐ス
テーキ（おろし添え）　・ふ
き、つみれ、高野の煮物
・イカ酢味噌和え

・ご飯　・味噌汁　・煮魚
（ほっけ）　・マカロニサラ
ダ　・白菜おひたし　・煮豆

・うな丼　・味噌汁　・春菊
ごま和え　・春菊ごま和え
・ほうれん草おひたし　・か
まぼこ

・ご飯　・野菜ポトフ　・煮魚
（かれい）　・数の子と昆布
の和え物　・ほうれん草ソ
テー
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