
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1 2 3 4 5

朝
ご飯　　牛乳　キャベツの
マフラー煮　納豆　キャベ
ツの酢漬　パイン

ご飯　味噌汁 牛乳　焼き
魚（大根おろし　バナナ）
うどの葉のごま和え　香
の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（シーチキンオム
レツ　生野菜　トマト）　切
干大根の炒め煮　一夜漬
プルーンはちみつ漬

ご飯　味噌汁　牛乳　煮
物（里芋　人参　鶏肉　か
まぼこ　いんげん）　香の
物　小女子佃煮

ご飯　味噌汁　焼き物盛
り合わせ（鶏炭火焼　生
野菜　苺）　こんにゃくの
甘辛煮　香の物

昼 休
鴨うどん　ミニ生散らし
大根梅汁漬　酢生姜

野菜スープ　えび炊き込
みピラフ　鶏肉サラダ　う
どの酢味噌　福神漬

山菜山かけ蕎麦　小鉢
フルーツのミルクヨーグル
トかけ

たらこクリームスパゲ
ティー　卵豆腐サラダ　メ
ロン

夕
ご飯　　お刺身盛り合わ
せ　芋茎の炒め煮　たく
あん

ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（鶏ささみピカタ焼　生
野菜　苺）　奴豆腐　うど
の酢味噌和え

ご飯　うどん汁　鯖の味
噌煮（揚げ茄子）　豚しゃ
ぶサラダ　二十日かぶ漬

ご飯　味噌汁　ぎせい豆
腐（オレンジ）　わらびの
味噌炒め　香の物

ご飯　味噌汁（白菜　なめ
こ）干魚の焼き物（大根お
ろし　フライドポテト）　イン
ゲンの炒め煮　香の物
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朝
ご飯　味噌汁　牛乳　さん
まの蒲焼と梅肉和え　と
ろろ芋　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ハムエッグ　生野
菜　トマト）　わらびのたた
き　味噌漬

ご飯　味噌汁　牛乳　野
菜ソテー　奴豆腐（大根
おろし　なめこ）　胡瓜漬

ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（角ハム焼き　生野菜
さくらんぼ）　ひじきの炒
め煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮
物（大根　人参　五目揚
わらび　いんげん）　芽か
ぶとろろ　煮豆　キャベツ
醤油漬

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（野菜入りオムレ
ツ　生野菜　果物）　珍味
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　伊
東の天ぷら（大根おろし
珍味）　ひじきの炒め煮
香の物

昼
ご飯　味噌汁　親子丼
白菜のお浸し　香の物

焼きたてパン　ミネスト
ローネ　メロン　飲み物
（コーヒー　牛乳）

うなぎ雑炊　盛り合わせ
（豚ロースの野菜ロール）
レタス　オレンジ　プルー
ン　ヨーグルト　香の物

豚肉のきのこうどん　二
重牧巻き　にんにくの芽
の醤油漬

スープ　北湘南レストラン
オムレツ　野菜サラダ　福
神漬

わんこそば　お好み焼き
フルーツ盛り合わせ

生ハムスープ　ドライカ
レー　サラダ　香の物

夕
ご飯　三平汁　かきフライ
（生野菜　レモン）　白和
え　香の物

ご飯　味噌汁　煮魚　ポテ
トサラダ　さくらんぼ　香
の物

五穀米　味噌汁　ジンギ
スカン　フルーツヨーグル
トサラダ　たくあん

ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（エビフライ　生野菜　ト
マト）　酢物　大根醤油漬

ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（豚ロース生姜焼き　生
野菜　フライドポテト）　に
んにくの芽の炒め煮　香
の物

ご飯　味噌汁　焼魚（大根
おろし　田楽茄子）　炒り
豆腐　かぶの甘酢漬

ご飯　味噌汁　陶板焼き
ナムル（小松菜　胡瓜　え
のき　人参）　香の物
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳
ソーセージと玉葱のソ
テー（カレー味）　温泉卵
甘エビわさび　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（はんぺんチーズ
サンド　白菜お浸し　トマ
ト）　珍味　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　山
菜の炒め煮　納豆（しらす
長ネギ）　果物　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（サンマ　大根おろし
オレンジ）　焼きそば　胡
瓜漬

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ひじき入りオムレ
ツ　温野菜　グレープフ
ルーツ）　長芋の三杯酢
胡瓜漬

ご飯　味噌汁　牛乳　煮
物（里芋　人参　こんにゃ
く　鶏肉　いんげん）　生
卵　白菜煮びたし　かぶ
漬

ご飯　味噌汁　牛乳　焼
魚（さわら　大根おろし
オレンジ）　しぐれ煮　に
んにくの醤油漬

昼
チャーシュー麺　いなり寿
司　メロン

焼きたてパン　シチュー
イカの煮物　飲み物（コー
ヒー　牛乳）

休
にゅう麺　一口おにぎり
味噌漬

スープ　ヘルシーチキン
ライス　デザート　胡瓜漬
赤かぶ漬

冷たい納豆そば　うどの
酢味噌　フルーツ盛り合
わせ

ミートスパゲティー　鶏さ
さみスープ　生ハムサラ
ダ

夕

ご飯　味噌汁　焼き魚（さ
んま　大根おろし　果物）
肉じゃが　キャベツの酢
漬

ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（鱈のフライ　生野菜）
大根の胡麻よごし　キム
チ　たくあん

ご飯　チキンカレー　福神
漬　らっきょ　大根サラダ

ご飯　きのこ汁　盛り合わ
せ（だし巻き卵　生野菜
鶏ネギマ串）　大根とイカ
の煮物　大根生姜巻き

五穀米　味噌汁　鮭のマ
リネ風　切干大根の炒め
煮　胡瓜漬　かぶ漬

ご飯　うどん汁　味噌おで
ん　サラダ　香の物

ご飯　味噌汁　つけ焼き
（鮭　甘酢大根　果物）
里芋とこんにゃくのそぼろ
煮　香の物
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（かに玉風あんか
け　トマト　生野菜）　わら
びのタタキ　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　筑前煮
（鶏肉　ごぼう　人参　筍　黒
こん　焼ちくわ）　だし巻卵
ほうれん草お浸し　一夜漬

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（トルコ風オムレツ
生野菜　果物）　ジンギス
カンとピーマンの炒め物
白菜煮びたし

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（ハムステーキ　生野
菜　果物）　ほうれん草の
なめたけ和え　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　湯
豆腐セット　切り昆布炒め
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（プレーンオムレツ
生野菜　果物）　こんにゃ
くの土佐煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（伊東のてんぷら　大
根おろし　珍味）　きんぴ
らごぼう　香の物

昼
味噌汁　さんまのオイス
ターソース丼　小鉢（しぐ
れ煮）　かぶ漬

焼きたてパン　キャベツ
スープ（温泉卵）　白玉ぜ
んざい　飲み物（コーヒー
牛乳）

味噌汁　おにぎりセット
（おにぎり　しゅうまい　生
野菜　トマト　香の物）　は
ちみつバナナヨーグルト
かけ

だまこ汁　盛り合わせ（ゆ
かりご飯　ハタハタ　野菜
サラダ　大根梅酢　バナ
ナ）　香の物

わかめスープ　ハッシュド
ビーフ　香の物　トマトサ
ラダ

タコ天そば　野菜サラ
ダ　香の物

きつねうどん　小鉢　果物

夕
ご飯　番茶　よせ鍋　　納
豆和え　トマトとチーズの
サラダ

ご飯　味噌汁　焼き魚（大根
おろし　キュウイ）　キャベツと
厚あげの味噌炒め　香の物

ご飯　味噌汁　和風ハン
バーグ（本シメジソテー
大根おろし　生麩）　豆腐
とトマトのサラダ　香の物

ご飯　味噌汁　煮魚　ス
パゲティサラダ　てっぽう
漬

ご飯　味噌汁　天ぷら盛
り合わせ（えび　南瓜　本
シメジ　菊の葉）　小松菜
の胡麻和え　香の物

　ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（タンドリーチキン　生
野菜　キュウイ）　インゲ
ン香味炒め　胡瓜味噌漬

ご飯　清汁　盛り合わせ
（若鳥から揚げ　生野菜
トマト　イカ飯）　茶碗蒸し
抹茶ケーキ
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（はんぺんチーズ
サンド　白菜お浸し　トマ
ト）　さんまの甘露煮　大
根味噌漬　茄子漬

ご飯　味噌汁　牛乳　鯖
水煮の山かけ　磯和え
（小松菜　オホーツク　胡
瓜）　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　キャ
ベツのマフラー煮　納豆
（長ネギ）　香の物　バナ
ナヨーグルト

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（かんかい　大根おろし
果物）　小松菜の辛し和
え　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（シーチキンオム
レツ　生野菜）　切り昆布
の炒め煮　一夜漬

昼
冷やしラーメン　牛乳ゼ
リー　紅生姜

焼きたてパン　ほうれん
草のポタージュ　大根サ
ラダ　飲み物（コーヒー
牛乳）

休
かもうどん　ミニ生寿司
酢生姜

わかめスープ　えび炊き
込みピラフ　トマトサラダ
福神漬

夕

ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（鮭のザンギ　生野菜
果物）　切り干し大根の炒
め煮　大根甘酢漬

ご飯　味噌汁　エビ入り
しゅうまい　中華風サラダ
香の物

ご飯　赤だしみそ汁　お
刺身盛り合わせ　ズイキ
の炒め煮　香の物

ご飯　味噌汁　豆腐ステーキ
キャベツお浸し　珍味

ご飯　そば汁　鯖の味噌
煮　豚しゃぶサラダ　香の
物
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