
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･煮豆・ニラ
玉・かぼちゃ煮・牛乳

ご飯･味噌汁･焼鮭・大根
煮物・にしん漬・牛乳

ご飯・味噌汁・カに玉あん
かけ・野菜団子・松前漬・
フキ煮物・牛乳

昼
チャーハン･中華スープ・
野菜サラダ・コロッケ・ちく
わのきゅうり入り・もも缶

いなり寿司・お吸い物・餃
子・トマト・刺身（イカ・エ
ビ）・酢の物

梅しそ炊き込みご飯ミニ
おにぎり・あさり汁・焼そ
ば・長芋千切り・メロン

夕
ご飯･味噌汁・うなぎ・白
菜梅和え・大根と鶏肉煮
物

麦ご飯・ワンタンスープ・
真カレイ唐揚げ・野菜サラ
ダ・ナスお浸し・おから

ご飯･すまし汁・キング
サーモン刺身・ウド金平・
舞茸と豆腐の卵とじ

4 5 6 7 8 9 10

朝
ご飯･味噌汁･黒豆・ナス
とピーマン味噌炒め・酢
の物・牛乳

ご飯･味噌汁･サンマ蒲
焼・ほうれん草ゴマ和え・
じゃが芋金平・ヨーグル
ト・牛乳

ご飯・味噌汁・カに玉・松
前漬・かぼちゃ煮・牛乳

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・焼ホッケ・梅干し・牛
乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
三色豆・マカロニサラダ・
みかん・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ししゃも・
つきこんたらこ和え・金平
ごぼう・梅おかか・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ホッケ・フ
キ煮物・セロリ金平・牛乳

昼
冷やし中華・スープ・バナ
ナヨーグルト

麦ご飯・味噌汁・焼ししゃ
も・酢味噌和え・カブ煮
物・パイナップル

ご飯・味噌汁・豚のしょう
が焼・春雨サラダ・長芋梅
和え・バナナヨーグルト

ご飯・味噌汁・おでん・白
菜お浸し・マーボー茄子・
もも缶

チャーハン･中華スープ・
豆腐サラダ・コロッケ・煮り
んご

混ぜご飯・そうめん汁・チ
ンゲン菜と油揚げ煮びた
し・ポトフ・数の子

冷やし中華・スープ・かぼ
ちゃ煮・バナナ桃ヨーグル
ト

夕
五目ご飯･味噌汁・水炊き
風鍋・ポテトサラダ・しそ
の実

ご飯･味噌汁・サバ塩だれ
焼き・煮豆・ナス煮びたし

ご飯・味噌汁・ホイコー
ロー・小松菜ピーナッツ和
え・切り昆布酢の物

麦ご飯・味噌汁・焼鮭・ひ
じき煮物・さつま芋サラダ

ご飯・味噌汁・大根と切り
昆布煮物・漬マグロ・ほう
れん草ゴマ和え

ご飯・味噌汁・豚バラ塩
焼・竹の子煮物・春菊お
浸し

ご飯・味噌汁・ふろふき大
根・鯛味噌・玉子豆腐・わ
さび漬数の子
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朝
麦ご飯・味噌汁・カブ煮
物・目玉焼き・ししゃも佃
煮・牛乳

ご飯・味噌汁・ツナ入りス
クランブルエッグ・ごぼう
そぼろ煮・じゃが芋金平・
漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・筋子・もずく
酢・筑前煮・牛乳

ご飯･味噌汁･目玉焼き・
わさび漬数の子・さつま芋
甘露煮・牛乳

麦ご飯･味噌汁・魚肉ソー
セージのケチャップ炒め・
里芋煮物・小魚佃煮・鯛
味噌・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
カブ煮物・冷奴・牛乳

ご飯・味噌汁・かに玉・高
野豆腐煮付け・小松菜お
浸し・牛乳

昼
カレーライス・わかめスー
プ・ブロッコリーのオリー
ブ油和え・チョコバナナ

赤飯・お吸い物・刺身（マ
グロ・エビ）・煮しめ・とろ
ろ・みかん

ご飯･味噌汁･八宝菜・酢
の物・漬物・イチゴヨーグ
ルト

ご飯･味噌汁･鮭ホイル
焼・野菜きのこ炒め・中華
くらげ和え物

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・切り昆布酢の物・メロ
ン

ホタテご飯・味噌汁・野菜
あんかけ炒め・かつおた
たき・ほうれん草お浸し・
フルーツポンチ

おにぎり・焼きそば・生鮭
ムニエル・えのきとおろし
ポン酢和え・バナナ

ご飯・味噌汁・サンマ煮つ
け・がんもとナス煮物・も
ずく酢・黒豆

ご飯・味噌汁・焼ホッケ・
ナスとピーマン揚げ浸し・
鯛味噌・竹の子煮物

ご飯･味噌汁･ちか天ぷ
ら・白菜梅和え・芋煮物

五目ご飯･味噌汁・エリン
ギベーコンのバター炒め・
たらこスパゲッティ・焼宗
八カレイ

ご飯・味噌汁・さんま塩
焼・肉じゃが・煮豆・白じゃ
こ佃煮

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・春菊ゴマ和え・長芋千
切り・大根そぼろ煮

ご飯・味噌汁・鶏唐揚げ・
筋子おろし・アスパラベー
コンカレー炒め・ほうれん
草梅和え
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朝

ご飯・味噌汁・しそ巻・スク
ランブルエッグ・フキ煮
物・ベーコンとキャベツ油
炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・ポテトマカ
ロニサラダ・ナスとピーマ
ン味噌炒め・納豆・漬物・
牛乳

ご飯・味噌汁・わかさぎ佃
煮・鯛味噌・ブロッコリー
中華炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・ベーコンソ
テー・ほうれん草お浸し・
サンマ蒲焼・牛乳

ご飯・味噌汁・ベーコン
エッグ・ホワイトアスパラ・
はちみつポテト・金平ごぼ
う・牛乳

ご飯・味噌汁・数の子・豆
腐の卵とじ・小松菜納豆
和え・大根おろし・牛乳

ご飯・味噌汁・白じゃこ佃
煮・味のり・わかめと竹の
子の煮物・イカ煮付け・牛
乳

昼

ちらし寿し・刺身（エビ・マ
グロ・サーモン・かつおた
たき）・お吸い物・煮しめ・
長芋酢の物

ソーメン・天ぷら（エビ・ア
スパラ・かき揚げ）・里芋
煮物・しじみ味噌汁・スイ
カ

ご飯・味噌汁・冷しゃぶサ
ラダ・ところ天・じゃが芋煮
物・ぶどう

三色丼・味噌汁・鮭フラ
イ・白菜お浸し・スイカ

カレーライス・きのこ汁・ツ
ナサラダ・メロン・ぶどう

さつま芋ご飯・けんちん
汁・野菜サラダ・ホッケ野
菜あんかけ・昆布佃煮・ス
イカ

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・冷奴・酢の物・フルー
ツポンチ

夕
ご飯・味噌汁・アスパラ肉
巻・みょうが酢味噌和え・
大根煮物

ご飯・味噌汁・煮しめ・チ
ンジャオロース・バナナ
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・いんげんとひじき煮
物・もやしナムル・漬物

五目御飯・味噌汁・イカ刺
身・ポテトサラダ・マー
ボー豆腐・キャベツ梅和
え

ご飯・味噌汁・サーモン甘
塩焼・ひじき煮物・ほうれ
ん草サラダ・漬物

ご飯・味噌汁・ポトフ・長芋
三倍酢・ナスのミート掛け

ご飯・味噌汁・サンマ塩
焼・小松菜ゴマ和え・ナス
煮浸し・漬物
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朝

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・豆腐きのこあんかけ・
塩辛・ほうれん草納豆和
え・牛乳

ご飯・味噌汁・筑前煮・春
菊お浸し・昆布佃煮・梅
干・きのことベーコン炒
め・牛乳

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・玉子焼き・白菜梅おか
か和え・トマト・牛乳

ご飯・味噌汁・白菜酒蒸
し・サンマ蒲焼・漬物・ミル
クゼリー・牛乳

ご飯・味噌汁・キャベツ卵
とじ・大根煮物・納豆めか
ぶ和え・ぶどう・牛乳

わかめご飯・味噌汁・里
芋煮物・玉子豆腐・ほうれ
ん草ゴマ和え・牛乳

昼
親子丼・味噌汁・ポテトサ
ラダ・にしん漬・メロン

なめたけとろろそば・マー
ボーナス・えのきおろし和
え・ささぎピーナッツ和え・
ぶどう

ご飯・ポトフ・ロールキャベ
ツ・黄金いか・アスパラゴ
マ和え・バナナヨーグルト

あんかけ焼そば・わかめ
春雨スープ・ほうれん草
納豆和え・カブ煮物・苺

ご飯・味噌汁・天ぷら（エ
ビ・ナス・ピーマン・舞
茸）・味噌おでん・昆布佃
煮

ご飯・味噌汁・カニクリー
ムコロッケ・ポテト・トマト
添え・野菜炒め・きゅうりと
中華くらげ和え物・みかん

夕

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
大根おろし・バターコーン
炒め・大根とちくわ煮物・
トマトサラダ

チャーハン・シチュー・野
菜中華炒め・かぼちゃサ
ラダ

ご飯・味噌汁・漬マグロ・
大根煮物・ブロッコリーカ
レー炒め・白じゃこ佃煮

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・きゅうりの中華くらげ
和え・小松菜お浸し・さつ
ま芋甘露煮

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・サーモン刺身・冷しゃ
ぶサラダ

ご飯・味噌汁・焼鮭・おで
ん風大根煮物・おしるこ・
白菜お浸し
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