
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝
ごはん　味噌汁　焼ﾎｯｹ
ｿｰｾｰｼﾞ炒め　もやしﾅﾑﾙ

ごはん　味噌汁　ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
野菜炒め　もやしｻﾗﾀﾞ

ごはん　お吸い物（舞茸
若芽）　ｼｭｳﾏｲの中華あん
かけ　小松菜の和え物　り
んごﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　味噌汁　しゅうま
い　そうめんｻﾗﾀﾞ　ほうれ
ん草としめじの塩昆布炒
め

ﾊﾟﾝ　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ　白菜のお
浸し　切干大根　いちご

ごはん　味噌汁　焼ﾎｯｹ
ほうれん草と豚肉の玉子
炒め　茄子と椎茸の味噌
炒め　いちご

昼
ごはん　味噌汁　鶏の照り
焼き　大根ｻﾗﾀﾞ　ﾌﾙｰﾂﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ

冷やしうどん　ほうれん草
のお浸し　山芋　りんご

ごはん　味噌汁　豚肉炒
め　ﾚﾀｽ　ｽｲｶ

ごはん　味噌汁　ﾐｰﾄｺﾛｯｹ
ふきと天ｶﾏのｺﾞﾏ炒め　水
菜のﾎﾟﾝ酢和え

あったかそうめん　ごはん
南瓜の煮物　きゅうりの酢
の物

ﾊﾔｼﾗｲｽ　ほうれん草と椎
茸のｽｰﾌﾟ　豆腐ｻﾗﾀﾞ

夕
ごはん　味噌汁　信田巻
風煮物　切干大根のｺﾞﾏ
風味　きゅうりの酢の物

ごはん　味噌汁　大根の
味噌煮　焼糠さんま　春雨
ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ﾋﾟｰﾏﾝの
肉詰め大根おろし添え　ｲ
ｶのｺﾞﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　長ﾈｷﾞの
酢味噌

ごはん　醤油汁　茄子味
噌炒め　かぶの和風煮　ｽ
ｲｶ

ごはん　玉子ｽｰﾌﾟ　白菜
の和風あんかけ　肉団子
となすのｹﾁｬｯﾌﾟ煮　大学ｲ
ﾓ

豚丼　味噌汁　ふきとこん
にゃくの煮物
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朝
ごはん　餃子ｽｰﾌﾟ　鶏肉と
しめじの中華炒め　豆腐
の昆布和え　煮豆

ごはん　味噌汁　きりぼし
大根となるとの炒め物　白
菜のお浸し　焼鮭

ごはん　味噌汁　野菜炒
め　卵焼き　ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

ごはん　餃子ｽｰﾌﾟ　ﾁｷﾝﾅ
ｹﾞｯﾄ　焼鮭　ｽﾊﾟｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　桜海老
入り厚焼き玉子焼　焼鮭
ほうれん草のお浸し　手作
りﾌﾟﾘﾝｶﾗﾒﾙｿｰｽがけ

ごはん　味噌汁　肉団子と
野菜の炒め物　桃

ごはん　味噌汁　焼みりん
ﾎｯｹ　ほうれん草　ｿｰｾｰ
ｼﾞ入り卵焼き

昼
ドライｶﾚｰ　ｽｰﾌﾟ　ふきの
ｺﾞﾏ炒め　桃ﾖｰｸﾞﾙﾄ

冷やし中華　ﾋﾟｰﾁﾖｰｸﾞﾙﾄ
ごはん　味噌汁　さつまい
もｺﾞﾏｺﾛｯｹ　ﾏｸﾞﾛの生姜煮
みかん

生寿司　お吸い物
混ぜごはん　味噌汁　ｺﾛｯ
ｹ　から揚げ　ﾗｰﾒﾝｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ｼﾞﾝｷﾞｽｶ
ﾝ　さつまいものふかし　ﾂ
ﾅｻﾗﾀﾞ

ごはん　豆腐ｽｰﾌﾟ　ﾅﾎﾟﾘﾀ
ﾝｽﾊﾟｹﾞﾃｨ　ｻｰﾓﾝﾏﾘﾈ　ｱｽ
ﾊﾟﾗ

夕
ごはん　お吸い物　から揚
げ　小松菜の胡麻和え
煮豆

ごはん　味噌汁　鱈のﾑﾆｴ
ﾙ　椎茸ﾊﾞﾀｰ焼　ふろふき
大根

ごはん　味噌汁　かぶと鶏
肉の煮つけ　ｶﾌﾞ葉と揚げ
の煮びたし　大根ｻﾗﾀﾞ

ごはん　ｷｬﾍﾞﾂとﾍﾞｰｺﾝの
ｽｰﾌﾟ　茄子の和風あんか
け　ﾆﾗ玉　ﾊﾞﾅﾅﾖｰｸﾞﾙﾄ

ｶﾚｰﾗｲｽ　味噌汁　白菜の
ﾎﾟﾝ酢和え　ﾊﾟｲﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ

海鮮丼　醤油汁　独活の
和え物

ごはん　味噌汁　ｶﾌﾞの和
風あんかけ　ほうれん草と
人参豆腐の白和え
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朝
ごはん　味噌汁　鮭　ｼｭｳ
ﾏｲ　ｶﾌﾞと鶏肉の煮物

ごはん　ﾍﾞｰｺﾝのｽｰﾌﾟ　焼
ﾎｯｹ　ふきの油炒め　ﾊﾟｲﾝ

ごはん　味噌汁　玉子豆
腐　茄子味噌炒め　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　大根とﾂ
ﾅの煮物　茄子の胡麻和
え　ｻﾗﾀﾞ　ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　味噌汁　卵焼き
焼きﾎｯｹ　ﾎﾀﾃのﾊﾞﾀｰ焼
大根とひき肉のトロミ炒め
いよかん

ごはん　味噌汁　焼鮭　ｶ
ﾌﾞの煮物　ﾄﾏﾄ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　ｺｰﾝｽｰﾌﾟ　ふきの
煮物　目玉焼き　納豆

昼
ｶﾚｰうどん　野菜ｽｰﾌﾟ　大
根ｻﾗﾀﾞ

ﾗｰﾒﾝ　鮭ごはん　ｼｭｳﾏｲ

ごはん　味噌汁　長芋の
そぼろあんかけ　ﾏｸﾞﾛの
煮つけ　ちくわｻﾗﾀﾞﾄﾏﾄ添
え

煮込みうどん　牛乳寒天
いよかん

ごはん　ｽｰﾌﾟ　ｼﾁｭｰ　ｻﾗ
ﾀﾞ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

豚丼　味噌汁　きゅうりの
酢の物　きのこのﾊﾞﾀｰ炒
め

ごはん　すいとん汁　さん
ま　ﾏﾘﾈﾚﾀｽｷｭｳﾘﾊﾑ添え
茄子とﾋﾟｰﾏﾝのささ身煮

夕

ごはん　味噌汁　ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
ﾚﾀｽ添え　切干大根のｺﾞﾏ
風煮　わらびのお浸し　ﾎﾟ
ﾃﾄｻﾗﾀﾞ

二色丼　味噌汁　きゅうり
の酢の物　ｶﾌﾞのふろふき
風

ごはん　味噌汁　ｼｰﾌｰﾄﾞ
の甘酢あんかけ　ｶﾌﾞの葉
のお浸し

ごはん　お吸い物　豚肉と
ｷｬﾍﾞﾂの玉子とじ　いよか
んﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　ｼｭｳﾏｲｽｰﾌﾟ　ｼｰ
ﾌｰﾄﾞ天津　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙのｹ
ﾁｬｯﾌﾟ炒め　きゅうりとｶﾆｶ
ﾏのｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　大根の
煮物　焼ﾎｯｹ　ﾏｶﾛﾆﾄﾞﾚｯｼ
ﾝｸﾞｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ｴﾋﾞﾌﾗｲﾚ
ﾀｽ付　肉じゃが　冷奴しそ
のせ
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朝
ごはん　味噌汁　焼魚　た
けのこの煮物　野菜あん
かけ

ごはん　味噌汁　ｶﾆｶﾏ入
り卵焼き　ｿｰｾｰｼﾞの塩昆
布炒め　うどんｻﾗﾀﾞ　ﾊﾞﾅ
ﾅﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　お吸い物　ﾆﾗ玉
冷しゃぶｻﾗﾀﾞ　長いもとわ
かめの和え物

ごはん　味噌汁　目玉焼き
肉団子　ﾎｯｷｻﾗﾀﾞ　いちご

ごはん　味噌汁　ｽﾊﾟｹﾞｯ
ﾃｨﾅﾎﾟﾘﾀﾝﾚﾀｽｱｽﾊﾟﾗ添え
大根とﾂﾅの煮物　杏仁ﾌﾟﾘ
ﾝ

ごはん　ｺｰﾝｽｰﾌﾟ　玉子豆
腐　五目ﾋﾞｰﾌﾝ　肉団子

ごはん　味噌汁　佃煮　焼
鰆　いちご

昼

ごはん　味噌汁　揚げ出し
豆腐　ささみの味噌ﾛｰﾙ巻
南瓜の煮物　きゅうりの酢
の物

ごはん　味噌汁　南瓜ｺﾛｯ
ｹ　ｷｬﾍﾞﾂﾄﾏﾄ添え　ちくわ
と人参のきんぴら　ほうれ
ん草のお浸し

ごはん　味噌汁　黒ｶﾞﾚｲ
の煮つけ　から揚げと玉
ねぎのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ炒め　ふ
きと大根の煮物

ごはん　味噌汁　かぶとひ
き肉のあんかけ　ｶﾌﾞの葉
の煮びたし　もやしのｼｰ
ｻﾞｰｻﾗﾀﾞ

そうめん　いなり寿司　ほ
うれん草の胡麻和え　杏
仁豆腐

ごはん　お吸い物　茄子
のひき肉あんかけ　ほうれ
ん草の和え物　豆腐ときゅ
うりのｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ﾎﾟｰｸﾁｬｯ
ﾌﾟ　れんこんの煮物　ﾄﾏﾄ
きゅうりの酢の物

夕
ごはん　味噌汁　鶏肉の
照り焼き　ﾋﾟｰﾏﾝのお浸し
ﾄﾏﾄｻﾗﾀﾞ　杏仁豆腐

ごはん　味噌汁　ぶりの照
り焼き　もやしのﾅﾑﾙ　な
すの揚げびたし　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

ごはん　味噌汁　さいころ
ｽﾃｰｷ　ｻﾗﾀﾞ　ﾎｯｷﾏﾖ

ごはん　味噌汁　筑前煮
銀だら西京漬け　中華風
冷奴

ごはん　ｽｰﾌﾟ　豆腐ﾊﾝﾊﾞｰ
ｸﾞ　鶏肉のｿﾃｰ野菜添え

ごはん　白菜のｽｰﾌﾟ　ｷｬ
ﾍﾞﾂと鶏肉のｶﾞｰﾘｯｸ炒め
長いもとわかめのｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　しゅうま
いの野菜あんかけ　長い
もときゅうりの酢の物　み
かん
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朝
ごはん　味噌汁　ぶりの照
り焼き　ﾍﾞｰｺﾝ入り卵焼き

ごはん　味噌汁　大根と鶏
肉の煮物　焼鮭　わかめ
とﾂﾅの和え物

ごはん　味噌汁　ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
目玉焼き　ﾂﾅｻﾗﾀﾞ

昼
中華そうめん　長いもｻﾗﾀﾞ
ｵﾚﾝｼﾞﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　ｼﾁｭｰ　ｼｭｳﾏｲｷｬ
ﾍﾞﾂの千切り　ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙ
ﾄ

ごはん　味噌汁　大根と天
ｶﾏの煮物　わかめと長い
もの和え物　ｼｰﾌｰﾄﾞ炒め

夕
ごはん　味噌汁　焼ﾋﾞｰﾌﾝ
ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ　ｻﾗﾀﾞ　山芋

ごはん　味噌汁　肉じゃが
長いもときゅうりの酢の物
ﾐﾓｻﾞｻﾗﾀﾞ

混ぜごはん　味噌汁　ｶﾌﾞ
のそぼろ煮　二色ｻﾗﾀﾞ（ﾏ
ｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ　ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ）
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