
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

朝 ・ご飯・しめじと人参の味
噌汁・焼き物（角ハム・
コーンとエビ炒め）・ひじき
の炒め煮・香の物

・ご飯　・はんぺんと万能
ねぎの味噌汁　・牛乳　・
煮物（天ぷら蒲鉾・焼き豆
腐・たけのこ・椎茸・人参）
・しらす納豆　・香の物　・
バナナ

・ご飯　・焼き豆腐の味噌
汁　・牛乳　・伊東の天ぷ
ら　・とびっこ和え　・茄子
漬け

・ご飯　・豆腐と椎茸と大葉の
味噌汁　・牛乳　・野菜入りオ
ムレツ　・南瓜の甘煮　　・塩
辛　・茄子漬け　・たくあん

昼 ・豚肉ときのこのうどん　・
お新香巻（たくあん・野沢
菜・酢生姜）　　　・ズッ
キーニ炒め

・ワカメスープ　・北湘南オ
ムレツ　・野菜サラダ　・香
の物

・かき玉そうめん　・チジミ
・茄子の一夜漬け　・イチ
ゴシャーベット

・野菜スープ　ドライカレー香
の物　・南瓜大福

夕 ・ご飯　・清まし汁　・魚の
フライ（生野菜・トマト）空
芯菜の梅酢みそ和え　・
瓜の一夜漬け　・甘酢大
根　・西瓜　・キウイ

・ご飯　・ジャガイモとワカ
メの味噌汁　・豚ロース生
姜焼き　・ビーフンの炒め
煮　　・大根の甘酢　・瓜の
漬物

・ご飯　・南瓜とワカメの味
噌汁　・焼き魚　・炒り豆腐
・きゅうりとカニの酢の物
・香の物　・バナナ

・ご飯　・いも団子とほうれん
草の味噌汁　・とう板焼き（豚
ヒレ・海老・ししとう・南瓜・玉
ねぎ・しめじ）・ほうれん草のナ
ムル　・香の物　　・西瓜

5 6 7 8 9 10 11

朝 ・ご飯　・南瓜と生海苔の
味噌汁　・牛乳　・野菜と
焼きちくわの炒め煮　・温
泉卵　・筋子　・煮豆　・香
の物

・ご飯　玉葱の味噌汁）
・牛乳　・はんぺんバター
醤油焼き（アスパラ・ミック
スベジタブル）　・南蛮味
噌　　　　・べったら漬け

・ご飯　・豆腐とふ海苔の
味噌汁　・牛乳　・山菜の
炒め煮　・モロヘイヤ入り
納豆　　・香の物　・果物

・にゅう麺（筍・生シイタケ・
板かま・三つ葉）　・一口お
にぎり（しそ・おかか・梅）
・胡瓜のからし漬け　・バ
ナナヨーグルト

・ご飯　・豆腐と揚げの噌
汁　・牛乳　・ひじき入りオ
ムレツ　・長芋の梅みそか
け　・たくあん

・ご飯　・白菜と高野豆腐
の味噌汁　・牛乳　・煮物
（ランチがんも・大根・本し
め・、いんげん・人参）　・
生卵　・べったら漬け　・西
瓜

・ご飯　・大根と油揚げの味噌
汁　・牛乳　・焼き物（ほっけ・
ほうれんのお浸し・ししとう焼
き・トマト）　・焼きそば　・塩辛
・かつお風味たくあん

昼 とんこつラーメン（みそ味）
・いなり寿司　・香の物

・サンドイッチ（トマト・ク
リームチーズ・パイン・南
瓜ペースト）菓子パン　・
コーンの冷たいスープ
ザート　・イタリアンサラダ
・コーヒー

休み

・ご飯　・豚汁　・盛合わせ
（コーンクリームコロッケ・
レタス・スパゲッティー（カ
レー味））　・きゅうり漬け
・西瓜

・わかめと寒天のスープ
・鮭のチャーハン　・サラダ
（アスパラ　トマト・レタス・
胡瓜）・香の物

・釜揚げうどん（長ネギ・
みょうが・生姜）　・小さい
盛り合わせ（はまち香り揚
げ・ししとうとみょうがの天
ぷら）　・スイートとまと

・和風スパゲティー（シーチキ
ン・大根おろし・えのき・大葉・
刻みのり）　・サラダ（南瓜・ア
スパラ・ゆで卵・セロリ）　・トマ
トゼリーヨーグルトかけ

夕 ・ワカメご飯　・ブナピーと
油揚げの味噌汁三平汁
・焼き魚（大根おろし・トマ
ト）　肉じゃが　・珍味　・香
の物

・ご飯　フキと油揚げの味
噌汁　・魚の甘酢あんか
け（タラ）　野沢菜の胡麻
和え　　・スイートコーン　・
ゴーヤチャンプル　・梅漬
け

・ご飯　・シーフードカレー
・盛り合わせサラダ（トマ
ト・アスパラ・ゆで卵・きゅ
うり）　・福神漬け　・トマト
ゼリー

・ご飯　・味噌汁
・魚のフライ（ほっけ、タル
タルソース、生野菜）
・酢物（胡瓜、いか、もず
く）　　・香の物

・ご飯　・南瓜と地のりの味噌
汁　・マリネ（チカ・セロリ　・紫
玉葱・ピーマン・レモン）　・な
めたけ和え（白菜・胡瓜　・な
めたけ）　・ズッキーニ炒め　・
たくあん

・ご飯　・大根と豆腐の味噌
汁　・おでんカレー風味（豚バ
ラ・ゆで卵・大根・こんにゃく）
・ほっきポテトサラダ　・卯の
花炒め　・みょうがの酢漬け
・にんにくの醤油漬け

・ご飯　・キャベツと油揚げの
味噌汁　・付け焼き（イナダ・
大甘酢・枝豆）　・ズッキーニ
のそぼろ煮　・昆布の佃煮　・
きゅうりのからし漬け

12 13 14 15 16 17 18

朝 ・ご飯　・ワカメと玉葱味噌
汁　・牛乳　・かに玉あん
かけ（生野菜・トマト）　・ウ
ニ椎茸　・香の物　・バナ
ナヨーグルト

・ご飯　・ユリ根と南瓜の
味噌汁　・牛乳　・炊き合
わせ（筑前煮・フキ・いん
げん）　・だし巻卵（ほうれ
ん草・トマト）　・茄子の一
夜漬け　・西瓜ワイン漬け

・ご飯　・フキと油揚げの
味噌汁　・牛乳　・焼き物
（角ハム・温野菜）　・鶏レ
バー炒め　・たくあん　・バ
ナナヨーグルト

・ご飯　南瓜団子と高野豆
腐の味噌汁　・牛乳　・ス
ペインオムレツ（生野菜・ト
マト）　・白菜の煮浸し　・
卯の花炒め　・胡瓜の醤
油漬け

・ご飯　・南瓜と長ネギの
味噌汁　・牛乳　・湯豆腐
・筍とウドの酢味噌　・一
夜漬け　・スイートトマトの
ヨーグルトかけ

・ご飯　・豆腐と南瓜の味
噌汁　・牛乳　・プレーンオ
ムレツ（生野菜・オレンジ）
・ゆうがおの炒め物　・海
老わさび　・胡瓜のからし
漬け

・ご飯　・芋と地のりの味噌汁
・牛乳　伊東のてんぷら（大根
おろし・煮豆・パイン）　・ウドの
酢みそ和え　・胡瓜のめんみ
漬け

昼 ・ユリ根と絹さやの味噌汁
・炭火焼とり丼（小松菜・
紅生姜）　・バジル風味ト
マトサラダ　・牛乳くず枝
豆ペーストのせ

・焼き立てパン（南瓜パン・
チョコチップツイスト・ク
リームドーナツ）　・ベジタ
ブルスープ　・黄トマトサラ
ダ　　・コーヒー

・ほうれん草と大根の味噌
汁　・おにぎりセット（シソ・
梅）　・香の物　・カットケー
キのキャラメルソースかけ

・ゆかりご飯　・粕汁　・盛
り合わせ（すり身ワンタン
包み・生野菜・南瓜のフラ
イ）　・香の物　・スイートト
マト

・卵スープ　・ハッシュド
ビーフ　・大根とハムのサ
ラダ　・福神漬け

・かしわそば（ほうれん草・
鶏モモ・板かま・長ネギ）
・バナナとりんごのヨーグ
ルト和え　・南瓜パイ

・スープ　　・焼きたてパン　・
自揚げ野菜（南瓜・芋・ウイン
ナー）　・コーヒー　・トマト
ジュース

夕 ・五穀米　・水餃子（餃子・
うす焼き卵・ワカメ・ニラ・メ
ンマ）　・盛り合わせ（から
揚げ・南瓜・トマト）　・酢の
物　・胡瓜の醤油漬け　・
フルーツよせ

・ご飯　・南瓜団子とワカメ
の味噌汁　・焼き魚（サン
マ・大根おろし・ししとうの
素揚げ）　・マーボー豆腐
・香の物　・トマトサラダ

・ご飯　・ワカメとキャベツ
の味噌汁　・つくねの盛り
合わせ　・春雨サラダ　・な
すびとたくあん　・数の子

・ご飯　・すり身と大葉の
味噌汁　・煮魚（赤魚）　・
キャベツサラダ　・焼きそ
ば野菜炒め　・大根甘酢

・ご飯　・椎茸と大根の味
噌汁　・天ぷら盛り合わせ
（海老・南瓜・みょうが・ソ
フト結び昆布）　・白和え
・味付きメンマ　・胡瓜の醤
油漬け

・枝豆ご飯　・豆腐と大葉
の味噌汁　・チキン幽庵焼
き（生野菜・プチトマト）　・
いんげんの炒め煮　・ズッ
キーニとベーコン炒め　・
一夜漬け

・ご飯　・いんげんとこうや豆
腐の味噌汁　・ちゃんちゃん焼
き（鮭・キャベツ・玉葱・椎茸・
ピーマン）　・豆腐の卵とじ　・
枝豆　・香の物

19 20 21 22 23 24 25

朝 ・ご飯　・芋と大根菜の味
噌汁　・牛乳　・はんぺん
チーズサンド（生野菜・トマ
ト）　・卯の花炒め　・胡瓜
めんみ漬け

・ご飯　・味噌汁（みょう
が・卵白・大根）　・牛乳
サバの水煮山かけ　・磯
和え　・胡瓜めんみ漬けと
大根みそ漬け

・ご飯　・大根とみょうがの
味噌汁　・牛乳　・キャベツ
のマフラー煮　・・納豆（長
ネギ・しらす）　・香の物　・
ぶどう

・ご飯　・南瓜と地のりの
味噌汁　・牛乳　・焼き魚
（魚・大根おろし・キウイ）
・高野豆腐の卵とじ　・香
の物

・ご飯　・麩のりと豆腐の
味噌汁　・牛乳　・チーズ
オムレツ（生野菜・ズッ
キーニソテー）　・トマトの
胡麻和え　・一夜漬け

・ご飯　・南瓜とエリンギの
味噌汁　・牛乳　・煮物（・
結び昆布・がんも・大根・
人参・絹さや）　・温泉卵
・セロリの佃煮　・一夜漬
け

・ご飯　・南瓜だんごとワカメ
の味噌汁　・牛乳　・焼き物
（焼き鳥・アスパラ・トマト）　・
春雨とピーマンの炒め煮　・小
茄子の佃煮

昼 ・中華スープ（椎茸・豆腐・
卵・寒天・ネギ）　・焼きそ
ば　・そうめん南瓜　・モカ
ロールケーキ

・焼き立てパン　・ほうれん
草ポタージュ　・ポテトサラ
ダ　・コーヒー・牛乳

休み

・鴨うどん（鴨肉・ほうれん
草・ごぼう・椎茸・ネギ）　・
ミニ寿司（とびっこ・玉子・
椎茸・大葉・桜でんぶ）　・
香の物

・スープ　・炊き込みピラフ
・和風サラダ（しめじ・エリ
ンギ・ピーマン・トマト）　・
紅生姜　・おはぎ

・タコ天そば　・ピーマンか
つお和え　・たくあん　・よ
うかん

スープ　・ナポリタンスパゲ
ティー　・サラダ　・コーヒー

夕 ・ご飯　・みょうがとしめじ
の味噌汁　・鶏ザンギ（生
野菜・パイン・ピーマンソテ
－）　・厚揚げの煮物　・花
豆　・べったら漬け

・炊き込みご飯　・清汁・茶
碗蒸し　・盛り合わせ（海
老チリ・南瓜マッシュ・枝
豆・トマト）　・酢の物　・香
の物　・杏仁豆腐

・ご飯　・赤だし味噌汁　・
さしみ盛り合わせ（イカ・
サーモン・しめサバ）　・ズ
イキの炒め煮　・酢の物
（そうめん南瓜・胡瓜）

・ご飯　・油あげとほうれん
草の味噌汁　・ササミのピ
カタ焼き　・冷奴（・大根お
ろし・大葉）　・ズッキーニ
とウインナーのウスター
ソース炒め　・胡瓜漬け

・ご飯　・清汁（絹豆腐・椎
茸・みつば）　・鯖の味噌
煮　・豚しゃぶサラダ（海
藻サラダ・セロリ・玉葱・レ
タス・胡瓜）　・香の物　・
西瓜のワイン漬け

・ご飯　・すり身と芋の味
噌汁　南瓜コロッケ（生野
菜）　・茄子とピーマンの
味噌炒め　・そうめん南瓜
の酢の物　・みそ漬け

・ご飯　・味噌汁（豆腐・油揚
げ・絹さや）　・干し魚の焼き物
（大根生酢）　・マカロニサラダ
・お浸し　・シソ味噌　・スイカ

26 27 28 29 30 　

朝 ・ご飯　・味噌汁（しめじ・
大根・小松菜）　・牛乳　・
さんま蒲焼　・和え物（・ほ
うれん草・なめたけ・板か
ま）　・とろろ芋　・大根の
みそ漬け　・バナナ

・ご飯　・大根とあげの味
噌汁　・牛乳　・五目煮（ご
ぼう・人参・筍・鶏肉・椎
茸）　・わかめ入り厚焼き
玉子（ほうれん草・トマト）
・大根の南瓜漬け

・ご飯　・味噌汁（ほうれん
草・椎茸・人参）　・牛乳
・野菜のソテー　・絹豆腐
（もろ味噌）　・茄子漬け　・
柿

・ご飯　・しめじとキャベツ
の味噌汁　・牛乳　・焼き
物（ハムステーキ・生野
菜・果物）　・ひじきの炒め
煮　・胡瓜の辛子漬け

・ご飯　・しめじとオクラの
味噌汁　・牛乳　・煮物（地
フキ・大根・味付け椎茸）
・納豆（ネギ・花かつお）　・
大根醤油漬け　・バナナ

　

昼 ・絹豆腐と地のりの味噌
汁　・鶏塩焼きネギ丼（・長
ネギ・野沢菜・紅生姜）　・
白菜とピーマンの辛子醤
油和え　・南瓜大福（栗入
り）

・焼きたてパン（よもぎあ
んパン・セサミチーズパ
ン・アップルシナモン・ロー
ルパン）　・ミネストローネ
・大根サラダ　・ストロベ
リージェラート

・おにぎり茶漬け（野沢
菜・鮭・大葉・長葱）　・小さ
い盛り合わせ（南瓜コロッ
ケ・花豆・ホタテ煮物・鶏
ザンギ・野菜）　・胡瓜の醤
油漬け

・豚肉ときのこのうどん　・
のり巻（さんま缶・卵焼き・
大葉・味付け椎茸）　・煮
浸し（白菜・味付けあげ・
胡瓜・ピーマン）・香の物

・スープ（ミックスベジタブ
ル・寒天・ネギ）　・北湘南
オムレツ　・サラダ（大根・
ハム・パプリカ）　・福神漬
け

　

夕 ・ご飯　・石狩鍋（鮭・大
根・焼豆腐・白菜・春菊・
葛きり・しめじ・長葱）　・イ
カ刺し　・菊の葉のお浸し
・ちそ味噌　　・スイカ

・ご飯　　豆腐・しめじの味
噌汁　　・煮魚（・ホッケ・昆
布・生姜）　・スパゲティー
サラダ　・うどの酢味噌　・
香の物

・ご飯　・豆腐と麩海苔の
味噌汁　・牛丼　・三色酢
の物（胡瓜・菊の花・みょう
が）　・大根の醤油漬け　・
フルーツヨーグルト（・フ
ルーツミックス・バナナ）

・ご飯　　・清汁（南瓜団
子・メンマ・長葱）　・鮭のフ
ライ（生野菜・トマト）　・長
葱とサーモンのぬた　・煮
豆　・香の物

・ご飯　・味噌汁（芋・生わ
かめ・大根菜）　・豚ロース
カレー風味（・生野菜・スイ
カシロップ漬け）　ビーフン
炒め　・昆布佃煮　・大根
南瓜漬け
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