
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1

朝

・ご飯　・本しめじ地のりの
味噌汁　・牛乳　・盛り合
わせ（伊東の天ぷら　大根
おろし　キウイ）　・ブロッコ
リーソテー　・大根南瓜漬
・煮豆

昼
・きつねうどん　・稚貝と玉
葱の辛子マヨネーズ和え
・フルーツミックス

夕

・ご飯　・はんぺんとぶなしめ
じの味噌汁　・チャンチャン焼
(鮭　玉葱　椎茸　ピーマン
南瓜）　・豆腐の卵とじ　・水
菜煮浸し　・胡瓜ピリ辛漬

2 3 4 5 6 7 8

朝

・ご飯　・南瓜と油あげの
味噌汁　・牛乳　・盛り合
わせ（・はんぺんチーズサ
ンド　・小松菜ソテー）　・え
びカレー風味　・べったら
漬

・ご飯　・ニラと人参の味
噌汁　・牛乳　・鯖水煮の
山かけ　・ほうれん草の磯
和え　・海苔佃煮　・ピリ辛
茄子　・大根味噌漬

・ご飯　・南瓜と玉葱の味
噌汁　・牛乳　・キャベツの
マフラー煮　・納豆（・しら
す　・長ネギ）　・胡瓜かっ
ぱ漬　・リンゴ

・ご飯　・ふきと椎茸の味
噌汁　・牛乳　・焼き魚（・
鯖　・白菜お浸し　・キウ
イ）　・春雨の炒め物　・大
根たまり醤油

・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　・オレンジ）　・竹
の子のうす皮煮　・一夜漬
・煮豆

・ご飯　・茄子とはんぺん
の味噌汁　・牛乳　・煮物
（・大根　・人参　・ふき　・
ランチがんも）　・温泉卵
・オクラ胡麻和え　・胡瓜
醤油漬

・ご飯　・豆腐と椎茸の味
噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（・炭火焼き鳥　・生野
菜　・オレンジ）　・竹の子
とクレソンのかか煮　・大
根味噌漬　・小松菜のピー

昼

・ワカメ入り卵スープ
・焼きそば　・紅生姜
・甘酢生姜　・梅ゼ
リー

・焼きたてパン　・ほう
れん草のポタージュ　・
ホワイトアスパラサラダ
・飲み物（コーヒー　牛
乳）

休
・鴨うどん　・２色おにぎ
り（・筍ごはん　・赤飯）
・酢生姜

・レタスと湯葉のスープ　・
炊き込みピラフ　・新玉ね
ぎサラダ　・福神漬

・タコ天蕎麦　・オレンジ
・芋だんごの黒蜜かけ

・たらこクリームスパ
ゲティー　・アスパラ
サラダ　・抹茶ゼリー

夕

・ご飯　・大根としめじの味
噌汁　・・盛り合わせ（・鶏
肉の甘辛ソースかけ　・生
野菜　・トマト）　・大根と鰊
の煮物　・ゆず切干大根
・胡瓜漬

・ご飯　・ほうれん草と大根
の味噌汁　・手作り焼き餃
子　・・中華風サラダ　・か
つお沢庵　・佃煮

・ご飯　・清汁　・生散らし
・盛り合わせ　・湯葉とみ
つ葉の酢味噌　・香の物
・キャラメルプリン

・ご飯　・帆立稚貝と大根
の味噌汁　・とりササミの
ねぎソースかけ　・豆腐の
かき油炒め　・大根甘酢漬
・アスパラ菜の胡麻和え

・ご飯　・うどん汁　・鯖の
味噌煮　・豚しゃぶサラダ
・大根粕漬　・卯の花炒め

・ご飯　・小松菜としめじの
味噌汁　・揚げ豆腐のきの
こソースかけ　・マカロニ
サラダ　・一夜漬

・ご飯　・ふきと油あげの
味噌汁　・干魚（・甘酢大
根　・苺）　・切干大根の炒
め煮　・ごぼうの甘辛煮　・
胡瓜粕漬

9 10 11 12 13 14 15

朝

・ご飯　・大根と人参の味
噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（・サンマの蒲焼　・小松
菜のなめたけ和え　・バナ
ナ）　・とろろ芋　・白菜漬

・ご飯　・白菜とふきの味
噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（・ハムエック　・生野菜
・キウイ）　・ネバネバ菜の
山芋和え　・ゆず切干大
根

・ご飯　・わかめと高野
豆腐の味噌汁　・牛乳
・豚肉と野菜ソテー　・
卵豆腐（・オクラ　・花か
つお）　・大根甘酢　・バ
ナナ

・ご飯　・茄子と椎茸の味
噌汁　・牛乳　・焼き物（・
角ハム　・コーンとベーコ
ンソテー　・オレンジ）　・ひ
じきの炒め煮　・一夜漬

・ご飯　・豆腐と海藻の味
噌汁　・牛乳　・煮物（・ミニ
ミニ春雨巾着　・人参　・筍
・ふき　・味付椎茸）　・野
沢菜入り納豆　・一夜漬
・キウイ

・ご飯　・椎茸と小松菜の
味噌汁　・牛乳　・盛り合
わせ（・伊東の天ぷら　・大
根おろし　・りんご）　・水菜
とチンゲン菜のとびっ子和
え ・ふき醤油漬

・ご飯　・豆腐と生ワカメの
味噌汁　・牛乳　・盛り合
わせ（・野菜入りオムレツ
・生野菜）　・筍のやわらか
煮　・沢庵

昼
・大根とふのりの味噌
汁　・うな玉丼　・白菜
のお浸し　・大根味噌漬

・焼きたてパン　・ミネスト
ローネ　・フルーツゼリー
・飲み物（・コーヒー　・牛
乳）

・おにぎり茶漬　・盛り合わ
せ（・スナッキーパンプ　・
生野菜　・オレンジ　・こん
ぶ佃煮）　・甘酢大根　・よ

うかん

・豚肉ときのこのうどん　・
うなぎ巻き寿司　・ふきの
天ぷら　・こごみの胡麻和
え

・和風スープ　・北湘南レ
ストランオムレツ　・アボガ
ドサラダ　・福神漬

・山かけそば　・小鉢（・
水菜　バラ肉のやわら
か煮　・姫大根）　・煮リ
ンゴとバナナゼリー

・春雨スープ　・ドライカ
レー　・福神漬　・牛乳ゼ
リー

夕

・ご飯　・三平汁　・盛り合
わせ（・南瓜コロッケ　・生
野菜）　・うどの味噌炒め
・紅生姜

・ご飯　・大根と油あげの
みそ汁　・煮魚　・ラーメン
サラダ　・二十日大根漬
・ごぼうの甘辛煮

・ご飯　・チンゲン菜と油あ
げの味噌汁　・ジンギスカ
ン　・フルーツヨーグルト和
え　・白菜漬

・ご飯　・芋だんごと白菜
の味噌汁 　・魚の照り煮と
温野菜　・じゅん菜と湯葉
の酢の物　・珍味　・香の
物

・ご飯　・玉葱とアスパラ菜
の味噌汁　・盛り合わせ（・
豚ロース生姜焼き　・生野
菜　・トマト）　・スパゲティ
サラダ　・沢庵

・新ふきの混ぜ寿司　・芋
もちの味噌汁　・焼き魚
（銀鮭　大根おろし）　・炒
り豆腐　・紅生姜　・水菜
のとびっ子和え

・ご飯　・芋とワカメの味噌
汁　・陶板焼　・小松菜と
えのきのナムル　・香の物
・昆布佃煮

16 17 18 19 20 21 22

朝

・ご飯　・豆腐とチンゲ
ン菜の味噌汁　・牛乳
・ソーセージのソテー　・
温泉卵　・胡瓜漬　・あ
ずき菜の胡麻和え

・ご飯　・豆腐と生ワカメの
味噌汁　・盛り合わせ（は
んぺんチーズサンド　アス
パラ缶　りんご）　・小女子
佃煮　・大根甘酢漬　胡瓜
粕漬

・ご飯　・豆腐となめこの
味噌汁　・牛乳　・山菜の
炒め煮　・納豆（・オクラ　・
長葱）　・かぶこうじ漬　・
バナナヨーグルト和え

・ご飯　・本しめじと油あげ
の味噌汁　・牛乳　・焼き
魚（・大根おろし　・オレン
ジ）　・ふきのかか煮　・チ
ンゲン菜漬　・海苔佃煮

・ご飯　・きのこととろろ昆
布の味噌汁　・牛乳　・盛
り合わせ（・ひじき入りオム
レツ　・野菜ソテー　・パイ
ン）　・長芋の梅肉和え　・
胡瓜漬 ・味付しな竹

・ご飯　・大根と絹さやの
味噌汁　・牛乳　・煮物（・
ランチガンモ　・大根　・人
参　・ふき　・味付椎茸）　・
生卵　・胡瓜漬　・バナナ
ヨーグルト

・ご飯　・大根となめこの
味噌汁　・牛乳　・焼き物
（・ほっけ　・水菜のかつお
和え　・りんご）　・春雨の
炒め物　・ふき醤油漬

昼
・昔風ラーメン　・いな
り寿司　・酢生姜

・焼き立てパン　・春野菜
シチュー　・トマトサラダ　・
コーヒー　・牛乳

休
・にゅう麺　・ロールサン
ド　・チンゲン菜漬

・和風スープ　・北湘南レ
ストランオムレツ　・鶏ロー
ストサラダ　・福神漬

・釜揚げうどん　・盛り合わ
せ（・鯖のザンギ風　・レタ
ス　・Ｇアスパラ）　・ようか
ん大福

・ミートスパゲティ　・
オニオンスープ　・新
玉ねぎサラダ

夕

・ご飯　・本しめじとオク
ラの味噌汁　・焼き魚(・
大根おろし　・トマト）　・
肉じゃが　・べったら漬
オレンジ

・ご飯　・芋と生ワカメの味
噌汁　・ササミのポテトサ
ラダサンド　・こごみとほう
れん草の胡麻和え　・か
ぶの葉根わさび漬

・ご飯　・ホタテカレー
・盛り合わせサラダ
・福神漬　・らっきょ　・
杏仁豆腐

・ご飯　・さつま汁 　・盛り
合わせ（・帆立入り厚焼き
卵　・ほうれん草お浸し　・
オレンジ）　・大根と鰊の煮
物　・大根酢漬　・煮豆

・栗入り赤飯　・清汁　・盛
り合わせ（・クリームコロッ
ケ　・マッシュポテト　・Ｇア
スパラ）　・煮しめ　・小田
巻き蒸し　・キャラメルプリ
ン

・ご飯　・味噌汁　・お
でん　・ホッキサラダ
・ふき醤油漬

・ご飯　・大根と人参の味
噌汁　・つけ焼き(・甘酢大
根　・キウイ）　・里芋のそ
ぼろ煮　・大根粕漬

23 24 25 26 27 28 29

朝

・ご飯　・南瓜とわかめの
みそ汁　・牛乳　・かに玉
あんかけ盛合わせ（・生野
菜　・バナナ）　・ふきの佃
煮　・新漬

・ご飯　・豆腐と長ネギの
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　・わら
びのたたき　・オレンジ

・ご飯　・ふきととろろ昆布
の味噌汁　・牛乳　・焼き
物（ハムステーキ　生野菜
キウイ）　・鶏レバー炒め
煮　・一夜漬　・沢庵

・ご飯　・小松菜と油あげ
の味噌汁　・牛乳　・スペ
イン風オムレツ　・生野菜
・バナナ　・ほうれん草煮
浸し　・茄子漬　・卯の花
炒め煮

・ご飯　・芋だんごの味噌
汁　・牛乳　湯豆腐セット
・ふきと焼きちくわの炒め
煮　・一夜漬　・りんご甘煮
ヨーグルトかけ

・ご飯　・南瓜とふきの味噌汁
・牛乳　・盛り合わせ（プレー
ンオムレツ　生野菜　トマト）
・きんぴらごぼう　・チンゲン
菜漬　・えび和え物

・ご飯　・大根とふのりの
味噌汁　・牛乳　・盛り合
わせ（伊東の天ぷら　大根
おろし　りんご）　・シーチ
キン炒め煮　・一夜漬　・
珍味

昼

・地竹と生海苔の味
噌汁　・焼き鳥丼　・
草だんご小倉かけ　・
ふきのかか煮　・紅生
姜

・焼きたてパン　・根野菜
たっぷりベジタブルスープ
・鶏ささみとほうれん草の
サラダ　・飲み物（コーヒー
牛乳）

・本しめじと高野豆腐の
味噌汁　・おにぎりセッ
ト（赤飯　梅　南瓜コロッ
ケ　ホッキサラダ　うど

味噌味）　・杏仁豆腐　・
大根味噌漬

・粕汁　・うど寿司　・盛り
合わせ（・ブロッコリー　・ト
マト　・わかさぎ甘露煮）

・帆立稚貝のスープ　・
ハッシュドビーフ　・サーモ
ンサラダ　・福神漬　・らっ
きよ

・なめこおろしそば　・鯖の
春巻　・レタスのオーロラ
ソース和え　・沢庵　・すあ
ま

・きつねうどん　・鶏ももと
野菜の和え物　・フルーツ
ヨーグルト

夕

・ご飯　・水餃子　・盛り
合わせ(・クリームコロッ
ケ　・レタス　・トマト）　・
いかの納豆和え　・豚
角煮　・胡瓜漬

・ご飯　・芋と椎茸の味噌
汁　・焼き魚（大根おろし
ふき佃煮）　・マーボー豆
腐　・ピリ辛胡瓜漬

・ご飯　・生ワカメと高野豆
腐の味噌汁　・盛り合わせ
（・和風ハンバーグ　・リン
ゴ甘煮　・本しめじ甘辛
煮）　・春雨サラダ　・沢庵
・ふきのかか煮

・ご飯　・帆立ち貝と地竹
の子の味噌汁　・煮魚　・
ほうれん草のサラダ　・ふ
き醤油漬　・西瓜

・ご飯　・ぶなしめじと高野
豆腐の味噌汁　・天ぷら盛
り合わせ（尾付えび　南瓜
茄子　ししとう　大根おろ
し）　・小松菜のくるみ和え
・ふき醤油漬

・ご飯　・南瓜と高野豆腐の味
噌汁　・チキン幽庵焼き　・生
野菜　・フライドポテト　・豆腐
の卵とじ　・大根味噌漬　・わ
らび三杯酢

・ご飯　・芋とわかめの味噌汁
・ホイル焼　(鱈　玉葱　椎茸
ピーマン）　・インゲンの香味
炒め　・水菜煮浸し　・べった
ら漬　・赤カブ漬

30 31

朝

・ご飯　・椎茸と水菜の味噌汁
・牛乳　・はんぺんのチーズ
サンド　・キャベツとカーネル
コーンのソテー　・リンゴ　・ふ
き佃煮　・かぶ漬

・ご飯　・豆腐と人参の味
噌汁　・牛乳　・鯖水煮の
山かけ　・ほうれん草の磯
和え　・甘酢二十日大根
・バナナ

昼
・焼きそばあんかけ　・白
菜こうじ漬　・牛乳プリン黒
蜜かけ

・焼きたてパン　・コーンポ
タージュ　・キャベツサラダ
・飲み物（コーヒー　牛乳）

夕

・ご飯　・なめこと大根の
味噌汁　・鶏ザンギ　・生
野菜　・トマト　・パイン　・
厚あげの炒め煮　・かつお
沢庵　・煮豆

・ご飯　・大根と人参の味
噌汁　・エビ入りしゅうまい
・中華サラダ　・ふき醤油
漬け　・昆布の佃煮
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