
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

朝

・ご飯　・南瓜とわかめの
味噌汁　・牛乳　・豚ロー
スの野菜ソテー　・豆腐の
くず煮　・胡瓜辛子漬　・煮
りんご

・ご飯　・大根としめじの味
噌汁　・牛乳　・焼き物（角
ハム　トマト　レタス　アス
パラ）　・ひじきの炒め煮
・沢庵

・ご飯　・味噌汁　・牛乳　・
煮物（魚岸揚げ　人参　大
根　味付け椎茸　いんげ
ん）　・納豆（長ネギ　モロ
ヘイヤ）　・胡瓜辛子漬　・
ミニトマトサラダ

・ご飯　・味噌汁　・牛乳　・
盛り合わせ（伊東の天ぷら
大根おろし　マッシュポテ
ト　ぶどう）　・珍味　・茄子
漬

・ご飯　・芋団子汁　・牛乳
・盛り合わせ（野菜入りオ
ムレツ　生野菜　アスパラ
缶）　・大根とごぼうのきん
ぴら

昼
・焼きおにぎり茶漬け　・盛
り合わせ（海老チリ　生野
菜　スイカ羊羹）　・胡瓜漬

・豚肉ときのこのうどん　・
海老フライラップ巻　・大
根の梅酢

・オニオンスープ　・北湘
南レストランオムレツ　・メ
ロン　・福神漬

・かけ蕎麦とろろ昆布入り
・焼立てピザ　・プチゼリー
と果物

・ワカメスープ　・ドライカ
レー　・福神漬　・西瓜

夕

・ご飯　・芋とふのりの味
噌汁　・牛丼　・フルーツ
ヨーグルトサラダ　・紅生
姜

・ご飯　・いかすりみ汁　・
煮魚　・鮭のフライタルタ
ルソースかけ　・酢物　・大
根キムチ

・わかめご飯　・大根の味
噌汁　・豚ロースカレー風
味　・マカロニサラダ　・大
根梅酢

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
（鯖　大根おろし　オレン
ジ）　・豆腐の卵とじ　・大
根とちそ巻き

・ご飯　・味噌汁　・豚ヒレ
の陶板焼き　・ナムル（小
松菜　胡瓜　えのきだけ
人参　キャベツ）・胡瓜漬

6 7 8 9 10 11 12

朝

・ご飯　・南瓜と茄子の味
噌汁　・牛乳　・ソーセージ
のソテー　・温泉卵　・珍味
・香の物

・ご飯　・豆腐とみょうがの
味噌汁　・牛乳　・盛り合
わせ（はんぺんのバター
焼き　野菜ソテー　トマト）
・煮豆　・香の物

・ご飯　・本しめじとミョウガ
の味噌汁　・牛乳　・山菜
の炒め煮　・ひきわり納豆
（長葱　大葉）　・一夜漬　・
りんご

・ご飯　・芋とわかめの味
噌汁　・牛乳　・焼き魚（ほ
つけ　大根おろし　メロン）
・焼きそば炒め　・茄子漬

・ご飯　・大根としめじの味
噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（ひじき入りオムレツ
生野菜　プチトマト）　・長
芋のなめたけ和え　・香の
物

・ご飯　・舞茸の味噌汁　・
牛乳　・煮物（大根　ミニミ
ニ春雨巾着　人参　筍　椎
茸）　・生卵　・茄子漬　・メ
ロン

・ご飯　・焼き豆腐と大根
の味噌汁　・牛乳　・焼き
物（ハムステーキ　茄子焼
き　トマト）　・帆立と人参
の煮物　・ピリ辛茄子漬　・
胡瓜漬

昼
・昔風ラーメン　・いなり寿
司　・酢生姜

・焼きたてパン　・南瓜の
シチュー　・フルーツ小鉢
（ぶどう　プチゼリー）　・飲
み物（コーヒー　牛乳）

休

・にゅう麺　・一口おにぎり
（大葉　ふじっこ）　・大根
酢物　・キウイはちみつ漬
け

・中華スープ　・鮭の
チャーハン　・春雨サラダ
・福神漬

・鍋焼きうどん　・小松菜
のウニ味噌和え　・甘納豆
大福

・ミートスパゲティー　・トマ
トのツナサラダ　・キャベツ
スープ

夕

・ご飯　・かき玉汁　・焼き
魚(ホッケ　大根おろし　オ
レンジ）　・味噌バター肉
じゃが　・香の物

・あさり炊き込みご飯　・舞
茸の味噌汁　・盛り合わせ
（ヒレカツ　生野菜　トマト）
・胡瓜とクラゲの和え物　・
紅生姜

・ご飯　・チキンカレー　・
大根サラダ　・福神漬　・
らっきょ

・ご飯　・豚汁　・盛り合わ
せ（厚焼き卵　海老チリ
レタス　ほうれん草のお浸
し）　・大根とイカの和え物
・べったら漬

・ご飯　・玉ねぎの味噌汁
・チカのマリネ　・小松菜と
ちくわのとびっこ和え　・沢
庵

・ご飯　・ほうれん草とわか
めの味噌汁　・味噌おでん
（焼き豆腐　大根　こん
にゃく　手羽先　天ぷらか
まぼこ）　・ホッキサラダ　・
大根南瓜漬

・ご飯　・大根となめこの味
噌汁　・つけ焼き(甘酢大
根　オレンジ）　・小松菜の
くるみ和え　・沢庵

13 14 15 16 17 18 19

朝

・ご飯　・豆腐と生わかめ
の味噌汁　・牛乳　・盛り
合わせ（蟹玉あんかけ
コーンとベーコンのソテー
キウイ）　・松前漬　・胡瓜
漬

・ご飯　・南瓜とふなりの味
噌汁　・牛乳　・田舎風炊
き合わせ　・だし巻き卵　・
ほうれん草お浸し　・トマト
・かぶ一夜漬

・ご飯　・ブナピーと海藻の
味噌汁　・牛乳　・焼き物
（角ハム　トマト　温野菜
アスパラ）　・ニラレバ炒め
・かぶこうじ漬

・ご飯　・畑しめじの味噌
汁　・牛乳　・スペイン風オ
ムレツ　・生野菜　・ぶどう
・白菜煮浸し　・胡瓜辛子
漬

・ご飯　・南瓜ととろろ昆布
の味噌汁　・牛乳　湯豆腐
セット　・茄子味噌炒め　・
一夜漬　・ヨーグルト

・ご飯　・しめじの味噌汁　・牛
乳　・盛り合わせ（プレーンオ
ムレツ　生野菜　トマト）　・ご
ぼうの土佐煮　・香の物

・ご飯　・エリンゲの味噌汁
・牛乳　・盛り合わせ（伊東
の天ぷら　大根おろし　オ
レンジ）　・野菜のシーチキ
ン炒め　・大根粕漬

昼

・ブナピーとみょうが
の味噌汁　・帆立丼
・大根の梅風味和え
・南瓜パン　・紅生姜

・焼きたてパン　・ベジタブ
ルスープ　・はちみつバナ
ナヨーグルト　・南瓜サラ
ダ　・飲み物（コーヒー　紅
茶　牛乳）

・芋とワカメの味噌汁　・
おにぎりセット　・フルー
ツポンチ　・沢庵

・南瓜だんご汁　・ゆかり
ご飯　・盛り合わせ（イカリ
ングガーリック焼き　レタス
トマト）　・梅漬

・ウインナースープ　・ハッ
シュドビーフ　・大根サラダ
・福神漬

・山菜山かけそば　・トマト
スイートサラダ　・南瓜の
茶巾

・きつねうどん　・小鉢　・
ぶどう

夕

・ご飯　・水餃子　・盛り合
わせ（クリームコロッケ　生
野菜　フルーツ白玉）　・〆
鯖の酢物　・大根と茄子の
味噌漬

・ご飯　・舞茸とあげの味
噌汁　・焼き魚（大根おろ
し　枝豆）　・麻婆豆腐　・
かつお沢庵

・ピースご飯　・豆腐と長ネ
ギの味噌汁　・ジンギスカ
ン　・盛り合わせ（つくね
コーンとピーマンのソ
テー）　・春雨サラダ　・香
の物

・ご飯　・イカボールとチン
ゲン菜の味噌汁　・煮魚
（赤かれい　インゲン）　・
ほうれん草ごま和え　・か
ぶこうじ漬　・バナナ

・ご飯　・大根と人参の味
噌汁　・天ぷら盛り合わせ
（えび　南瓜　ピーマン　大
根おろし）　・春菊の和え・
香の物

・ご飯　・南瓜ともずくの味
噌汁　・チキン幽庵焼き　・
生野菜　・ライドポテト　・イ
ンゲン香味炒め　・べった
ら漬　・にんにく醤油漬

・ご飯　・大根とあさりの味噌
汁　・チャンチャンホイル焼
(鮭　玉葱　ニラ　バラベーコン
本しめじ　人参）　・マカロニケ
チャップ炒め　・沢庵

20 21 22 23 24 25 26

朝

・ご飯　・南瓜と茄子の味
噌汁　・牛乳　・はんぺん
のチーズサンド　・小松菜
のソテー　トマト　・わかさ
ぎの佃煮　・べったら漬

・ご飯　・豆腐とわかめの
味噌汁　・牛乳　・鯖水煮
の山かけ　・ほうれん草の
磯和え　・一夜漬　・バナ
ナ

・ご飯　・南瓜と本しめじの
味噌汁　・キャベツのマフ
ラー煮　・納豆（長ネギ　し
らす）　・沢庵　・バナナとリ
ンゴのヨーグルトかけ

・ご飯　・ほうれん草と卵の
味噌汁　・牛乳　・焼き魚
（大根おろし　梨）　・大根
菜と地たけ炒め　・チンゲ
ン菜浅漬

・ご飯　・芋とわかめの味
噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（シーチキンオムレツ
生野菜）　・ふきの炒め煮
・ヨーグルトバナナ　・こう
じ漬

・ご飯　・豆腐とふのりの
味噌汁　・牛乳　・煮物（ラ
ンチガンモ　大根　南瓜
味付しいたけ　インゲン）
・温泉卵　・胡瓜の数の子
松前和え　・一夜漬

・ご飯　南瓜とわかめの味
噌汁　・牛乳　・焼き物（炭
火焼き鳥　温野菜　トマト）
・オクラの胡麻和え　・こう
じ漬

昼
・焼きそばあんかけ　・紅
生姜　・フルーツパンケー
キ

・焼きたてパン　・南瓜の
ポタージュ　・マカロニと生
ハムのサラダ　・飲み物
（コーヒー　牛乳）

休
・かけうどん　・ミニおはぎ
・沢庵

・オニオンスープ　・炊き込
みピラフ　・バジルとトマト
のサラダ　・福神漬　・らっ
きょ

・タコ天蕎麦　・チンゲン菜
鰹かけ　・２色大福

・たらこクリームスパゲティ
・ささ身とはんぺんのサラ
ダ　・メロンゼリー

夕

・ご飯　・本しめじと白菜の
味噌汁　・鮭のザンギ　ト
マト　・大根と鰊の煮物　・
胡瓜粕漬

・清汁　・きのこ炊き込み
ごはん　・茶碗蒸し　・盛り
合わせ（海老チリ　レタス
マッシュポテト　キウイ）　・
いかオクラ　・卵ロール

・ご飯　・赤だし味噌汁　・
お刺身盛り合わせ（いか
サーモン　甘エビ）　・ズイ
キの炒め煮　・みょうが甘
酢と菊の花

・ご飯　・本しめじと厚あげ
の味噌汁　・ささみの味噌
サンドロール　・生野菜　・
トマト　・竹の子炒め煮　・
奴豆腐　・繊切沢庵

・ご飯　・そば汁　・鯖の味
噌煮　・豚しゃぶサラダ　・
大根こうじ漬

・ご飯　・大根と油揚げの
味噌汁　・揚げ豆腐のきの
こソースかけ　・カレー風
味サラダ　・胡瓜漬

・ご飯　・チンゲン菜と麩の
味噌汁　・干魚（開きホッ
ケ　大根甘酢）　・茄子と
ピーマンの味噌炒め　・か
つお沢庵

27 28 29 30

朝

・ご飯　・大根としめじの味
噌汁　・牛乳　・サンマの
蒲焼　・チンゲン菜なめた
け和え　・とろろ芋　・胡瓜
浅漬

・ご飯　・豆腐とえのきの
味噌汁　・牛乳　・ベーコン
エッグ　・生野菜　・アスパ
ラ缶　・松前漬　・キャベツ
浅漬

・ご飯　・大根とホッケのつ
みれの味噌汁　・牛乳　・
野菜の中華ソテー　・ウイ
ンナーの豆腐炒め　・大根
菜漬　・ぶどう

・ご飯　・白菜と椎茸の味
噌汁　・牛乳　・焼き物（角
ハム　ホワイトアスパラ
レタス　オレンジ）　・ひじき
の炒め煮　・大根浅漬

昼
・芋とわかめの味噌汁　・
親子丼　・キャベツのお浸
し　・茄子漬

・焼きたてパン　・ミネスト
ローネ　・コーヒーゼリー
・飲み物（コーヒー　紅茶
牛乳）

・味噌汁　・おにぎり茶
漬　・盛り合わせ（南瓜
コロッケ　生野菜　ホッ
キサラダ　ミニトマト）

・豚肉ときのこのうどん　・
海苔巻き　・夕顔の中華炒
め

夕

・ピースご飯　・かき玉汁
・盛り合わせ（鶏ザンギ
生野菜　ほゅきサラダ　オ
レンジ）　・マグロ山かけ
・苺フルーツソースかけ

・ご飯　・椎茸と玉ねぎの
味噌汁　・煮魚　・ラーメン
サラダ　・沢庵

・ご飯　・大根と人参の味
噌汁　・ジンギスカン　・フ
ルーツヨーグルトサラダ　・
胡瓜粕漬

・ご飯　・ブナピーとかいわ
れの味噌汁　・盛り合わせ
（鱈フライ　生野菜　トマト）
・いかと生わかめの酢味
噌和え　・うれん草お浸し
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