
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　・味噌汁（豆腐、椎
茸、長葱）　・牛乳
・焼き物（角ハム、温野
菜、みかん）　・鳥レバー
ニラ炒め　　・香の物

・ご飯　・味噌汁　・牛乳
・トルコ風オムレツ（玉葱、
南瓜、ベーコン）、生野
菜、果実　・白菜の煮浸し
・佃煮　　　　・香の物

・ご飯　・味噌汁（南瓜、ワ
カメ、長葱）　・牛乳　・湯
豆腐（しいたけ、白菜）　・
うどと大根のきんぴら　・
バナナ、桃缶、りんご　・
べったら漬け

・ご飯　・味噌汁（豆腐、生
のり、長葱）　・牛乳
・プレーンオムレツ（生野
菜、果実）　・筍の土佐煮
・白菜粕漬け

・ご飯　・味噌汁（キャベ
ツ、厚揚げ）　・牛乳　・伊
東のてんぷら（ごぼう入り
てんぷら、大根おろし、オ
レンジ）　・春雨のサラダ
・ピリ辛胡瓜

昼

・味噌汁（白菜、長葱）
・おにぎりセット（卵焼き、
天ぷらかまぼこ炒め煮、カ
レーコロッケ、ウインナー）
・フルーツ白玉　・べったら
漬け

・粕汁（鮭、大根、人参、里
芋,油揚げ）　・ゆかりご飯
・盛り合わせ（海老チリ、レ
タス、みかん1/4 、板か
ま、黒豆）　・梅漬け

・わんこそうめん（鳥肉、味
付け揚げ、生麩、三つ葉）
・恵方巻き（海老フライ、う
す焼き卵、紅生姜、レタ
ス、胡瓜）　　・酢生姜　・
落花生、きび団子

・山菜山かけそば（山菜水
煮、長芋、鶉の卵）　・トマ
トのサラダ（クリームチー
ズ、胡麻ドレッシング）　・
アップルパイ（カスタードク
リーム）

・スープカレー（鳥もも肉、
卵、南瓜、ブロッコリー、し
めじ、人参）　・焼き立てパ
ン　・サラダ（大根、水菜、
トマト、トマトゼリー）　・
コーヒー、牛乳

夕

・ご飯　・オニオンスープ
・煮込みハンバーグ（人
参、大根、フライドポテト）
・春雨のサラダ　・パリっ
子、一夜漬け

・黒豆ご飯　・味噌汁（キャ
ベツ、大根、ボリボリ）　・
煮魚（生姜、昆布）　・
ジャーマンポテト（玉葱、ウ
インナー、レタス）　・海老
わさび ・沢庵

・ご飯　・味噌汁（白菜、し
いたけ、油揚げ　・天ぷら
盛り合わせ（チカ、さつま
芋、しめじ、茄子、大葉）
・白和え（ユリ根、人参）　・
香の物

・ご飯　・味噌汁（しめじ、
大根、長葱）　・チキン幽
庵焼き　　・たらこ和え
（人参、キャベツ、大根、こ
んにゃく）　・パリッコ、大根
生姜巻き

・ご飯　・味噌汁（はんぺ
ん、生のり、長葱）　・ホイ
ル焼き（銀鮭、玉葱、椎
茸、ピーマン、ワカメ）、枝
豆　・豆腐の卵とじ　　・
べったら漬け

6 7 8 9 10 11 12

朝

・ご飯　・味噌汁（にら、卵）
・牛乳　・はんぺんチーズ
サンド（生野菜、果実）
・ホッキめかぶ、胡瓜
・かつお沢庵

・ご飯　・味噌汁（卵、厚揚
げ、長葱）　・牛乳　・鯖水
煮　山かけ　・磯和え（小
松菜、オホーツク、胡瓜）
・パイン、苺　・べったら漬
け

・ご飯　・味噌汁（白菜、南
瓜団子、油揚げ）　・牛乳
・キャベツのマフラー煮
・納豆（しらす、長葱）　・み
かん　・茄子、しその実漬
け

・ご飯　・味噌汁（とろろ昆
布、白菜、大根葉）　・牛乳
・焼き魚（赤魚、大根おろ
し、りんご）　・高野豆腐の
卵とじ　・大根味噌漬け

・ご飯　・味噌汁（芋だん
ご、わかめ、長葱）　・牛乳
・シーチキンオムレツ　・山
菜炒め煮（筍、人参、ごぼ
う、天ぷら）　・煮豆　・一
夜漬け

・ご飯　・味噌汁（大根、い
かボール、長葱）　・牛乳
・煮物（ロールキャベツ、
ウィンナー、いんげん、人
参、大根）　・温泉卵　・岩
のり佃煮

・ご飯　・味噌汁（芋、きの
こ、みつ葉）　・牛乳　・焼
き物（ほっけ、小松菜煮浸
し、みかん１/2)　・コーン
の炒め物　　　・べったら漬
け　・南蛮味噌

昼

・スープ（長葱、メンマ、ワ
カメ）　・あんかけ焼きそば
（イカ、海老、豚肉、うずら
卵、きくらげ、キャベツ、玉
葱、もやし）　・紅生姜　・
ホットケーキ

・焼き立てパン（かぼちゃ
ぱん、マーマレードサンド）
・人参のポタージュ　・サラ
ダ（キャベツ、レタス、胡
瓜、ゆで卵）　・コーヒー、
牛乳

　　　　　　　休

・抹茶入煎煮　・小豆入り
お粥　・クリームコロッケ、
海老マヨネーズ、果実盛り
合わせ　・煮物（里芋、人
参、ごぼう、天ぷら、いん
げん）　・香の物

・スープ（レタス、手羽、人
参）　　　　　　・炊き込みカ
レーピラフ　　　　　　　　・
サラダ（レタス、胡瓜、南
瓜、チーズ）　・福神漬け

・タコ天そば（玉葱、タコ、
人参、三つ葉、長葱）
・ゆず大根　・うす焼き梅
餅　　・沢庵

・たらこスパゲッティー
・サラダ（海老、胡瓜、大
根、人参、パプリカ）　・マ
ンゴープリン、マンゴー
ソース

夕

・ご飯　・味噌汁（とうふ、
椎茸、長葱）　・鳥肉の甘
辛ソースかけ（生野菜、フ
ライドポテト）　・大根と厚
揚げの煮物　　・ちりめん
じゃこ　・ピリ辛茄子

・ご飯　・味噌汁（玉葱、
芋、わかめ）　・海老入り
シュウマイ　・ツイストマカ
ロニのソテー　・数の子　・
ピリ辛胡瓜、大根味噌漬
け

・ご飯　・赤だし味噌汁（豆
腐、なめこ,三つ葉）　・さし
み盛り合わせ（そい、まぐ
ろ、いか）　・ズイキの炒め
煮　・素麺南瓜の酢物　・
胡瓜漬け

・ご飯　・つみれ汁（すり
身、しめじ、小松菜）　・さ
さ身の八幡巻き（人参、ご
ぼう、いんげん、野菜）　・
奴豆腐　　　　　　・ゆず味
甘酢大根 ・沢庵

・ご飯　・うどん汁（油揚
げ、葱）　・鯖の味噌煮
・豚シャブサラダ（セロリ、
レタス、玉葱、海藻、胡
瓜）　・みかん１/２　・ミック
ス漬け

・赤貝の炊き込みご飯　・
味噌汁　・揚げ豆腐きのこ
ソースかけ　・キャベツの
サラダ（レーズン、リンゴ、
ロースハム）　・紅生姜

・ご飯　・味噌汁（舞茸、が
んも、長葱）　・干し魚の焼
き物　　（甘酢大根、ロー
スハム、スライスチーズ）
・切干大根炒め煮　・沢庵

13 14 15 16 17 18 19

朝

・ご飯　・味噌汁(油揚げ、
ユリ根、人参）　・牛乳
・さんまのかば焼と梅味噌
和え　・とろろ芋　・りんご
・香の物

・ご飯　・味噌汁（白菜、し
めじ、油揚げ）　・牛乳
・ハムエッグ　・ロブスター
カリー（玉葱、胡瓜）　・オ
レンジ　・沢庵　・海苔の佃
煮

・ご飯　・味噌汁（芋、海
藻、油揚げ）　・牛乳　・野
菜ソテー（豚肉、しめじ、玉
葱、キャベツ、ピーマン）
・卵豆腐あんかけあん　・
大根漬け

・ご飯　・味噌汁（茄子、ブ
ナピー）　・牛乳
・焼き物（ハムステーキ、
生野菜、みかん）　・ひじき
の炒め煮　・白菜、胡瓜の
粕漬け

・ご飯　・味噌汁（ブナ
ピー、南瓜団子、葱）　・牛
乳　　　　・煮物（がんも、
大根、ふき、なると、しいた
け）　・納豆　　　・りんご、
バナナ、パイン

・ご飯　・味噌汁（椎茸、ワ
カメ、長葱）　・牛乳
・伊東の天ぷら（大根おろ
し、トマト）　・ホッキもずく
和え　　　・ふりかけ　・大
根味噌漬け

・ご飯　・味噌汁（南瓜団
子、ワカメ、長葱）　・牛乳
・野菜オムレツ（生野菜、
みかん）　・大根と鰊の煮
物　　　　　・小女子佃煮
・香の物

昼

・ご飯　・味噌汁（大根、人
参、いんげん）　・カキとじ
丼　　・白菜のお浸し　・香
の物　　　・果実

・焼き立てパン（カレー、
レーズン、黒豆）、ブルー
ベリーパン　・ミネストロー
ネ　・ミルクゼリー、チョコ
レートソース　　　・コー

・おにぎり茶漬け（野沢
菜、鮭、沢庵、万能葱）　・
盛り合わせ（ロールキャベ
ツ、クリームコロッケ、わら
び）　・玉葱スライス、花か

・豚肉とキノコのうどん
・太巻き寿司（卵焼き、さ
んま缶、かんぴょう、大
葉、紅生姜）　・ホッキもず
く 胡瓜 小松菜

・スープ（ワカメ、コーン、
水菜）　・北湘南オムレツ
・サラダ（サーモン、カイワ
レ、レタス）　・福神漬け

・にしんそば（小松菜、にし
ん甘露煮、板かま、長葱）
・たこ焼き
・もやしの浸し（ピーマン、
花かつお）

・スープ
・焼き立てパン
・ポテトのサーモンサラダ
・コーヒー、牛乳
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の物　　　 果実 レ トソ ス　　　 コ
ヒー、牛乳

び）　 玉葱スライス、花か
つお

く、胡瓜、小松菜
レ、レタス）　 福神漬け

花かつお）
コ ヒ 、牛乳

夕

・黒米入りご飯　・たら汁
（芋、人参、しめじ、ワカ
メ、長葱）　・盛り合わせ
（南瓜コロッケ、生野菜）
・豆腐のカキ油炒め　・白
菜キムチ

・ご飯　・味噌汁（ほうれん
草、南瓜団子）　・煮魚（こ
んにゃく）　・スパゲティ―
サラダ　（玉葱、胡瓜、カ
ルパス、ゆで卵）　・味噌
漬け

・ご飯　・味噌汁（豆腐、わ
かめ、長葱）　・ジンギスカ
ン（ラム、玉葱、キャベツ、
ピーマン、茄子、もやし）
・フルーツサラダ　・白菜キ
ムチ

・ご飯　・味噌汁（大根、ふ
き、油揚げ）　・海老フライ
（キャベツ、トマト）　・酢物
（じゅん菜、胡瓜、黄菊の
花）　・ジンギスカン佃煮風

・ご飯　・味噌汁（大根、小
松菜　、とろろ）　・豚ロー
ス生姜焼き（生野菜、トマ
ト）　　　　　・ビーフン炒め
物　・わらび　　・べったら
漬け

・ご飯　・つみれ汁（ほうれ
ん草、長葱）　・焼き魚（寒
マス一塩、大根おろし、G
フルーツ）　・たらこ和え　・
南蛮味噌　・沢庵

・ご飯　・味噌汁（玉葱、し
じみ）　・陶板焼き（豚ヒ
レ、有頭海老、玉葱、茄
子、しめじ）　　・ナムル　・
えびわさび　　　　・香の物
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朝

・ご飯　・味噌汁（つみれ、
白菜、油揚げ）　・牛乳
・ソーセージと野菜のソ
テー　　・温泉卵　・ちそ巻
き　　　　　　・香の物

・ご飯　・味噌汁（茄子、エ
リンギ、白菜）　・牛乳
・はんぺんバター焼き
・塩辛、大根おろし　　・バ
ナナ、ヨーグルト　・野沢菜

・ご飯　・味噌汁（油揚げ、
ユリ根）　・牛乳　・山菜の
炒め煮　・納豆モロヘイヤ
入り　・煮豆　・マンゴー、
煮林檎、ヨーグルト　・一
夜漬け

・ご飯　・味噌汁（大根、し
めじ、長葱）　・牛乳
・焼き魚　（大根おろし、み
かん）　・春雨とピーマンの
炒め物　・香の物

・ご飯　・味噌汁（芋、人
参、大根）　・牛乳　・ひじ
き入りオムレツ（生野菜、
おくら胡麻和え）　・長芋の
梅味噌かけ　　・煮豆　・香
の物

・ご飯　・味噌汁（しめじ、
玉葱）　・牛乳　・煮物（ラ
ンチがんも、地たけ、人
参、大根、いんげん）　・生
卵　・苺、バナナ、キュウィ
・大根粕漬け

・ご飯　・味噌汁（エリン
ギ、椎茸、とろろ昆布）　・
牛乳　　・焼き物（さわら西
京焼き、小松菜浸し、トマ
ト）　・高野豆腐オランダ煮
・南蛮味噌

昼

・味噌ラーメン（焼き豚、も
やし、キャベツ、にら、ワカ
メ、味付けメンマ、長葱）
・いなり寿司
・香の物

・サンドウィッチ（卵サン
ド）、米粉パン、胡麻チー
ズフランスパン　・カキの
チャウダー　　・小松菜
シーチキンサラダ　　　　・
コーヒー、牛乳

　　　　　　　休

・にゅう麺（地筍、しめじ、
椎茸、板かま、鳥肉、三つ
葉）　・一口おにぎり（鮭フ
レーク）　・白玉、バナナ、
苺、ヨーグルト　・香の物

・スープ（玉葱、糸寒天、レ
タス）　・焼き豚炒飯（玉
葱、ピーマン、人参、卵）
・サラダ（ハム、キャベツ、
トマト、アスパラ）　・福神
漬け

・とん汁きしめん（大根、人
参、ごぼう、豚ロース、椎
茸、春菊）　・揚げ魚おろし
かけ　　・ヨモギすあま

・スープ（大根、玉葱、コー
ン）　　　　　　　　・ナポリタ
ンスパゲティー　　　・サラ
ダ（茹で卵、アスパラ、胡
瓜、レタス、パプリカ）
・コーヒー

夕

・五穀米入りご飯　・味噌
汁（豆腐、生のり、長葱）
・焼き魚（大根おろし、りん
ご）　・肉じゃが（豚肩ロー
ス、玉葱、白滝、人参）　・
べったら漬け

・山菜おこわ　・清汁（梅そ
うめん、三つ葉）　・盛り合
わせ（ヒレカツ、生野菜、
チーズハム、トマト）　・酢
の物　・沢庵　・ストロベ
リーケーキ

・魚介カレー（帆立、むき
海老、玉葱、人参、茄子）
・サラダ（レタス、胡瓜、ア
スパラ、トマト、ゆで卵）　・
シャンパンゼリー　・香の
物

・ご飯　・さつま汁（鳥もも
肉、さつま芋、人参、ごぼ
う）　　　・クリームコロッ
ケ、生野菜、トマト　・ピー
ナッツ和え　・ロブスターカ
リー ・大根梅酢

・ご飯　・味噌汁（大根、エ
リンギ、油揚げ）　・マリネ
風（チカ、玉葱、人参、セロ
リ、レモン）　・なめたけ和
え　・味付けメンマ　・白菜
粕漬け

・ご飯　・味噌汁（小松菜、
油揚げ、ごぼう）　・おでん
カレー味（茹で卵、大根、
人参、こんにゃく）　・ホッ
キサラダ　・香の物

・ご飯　・味噌汁（キャベ
ツ、舞茸、とろろ昆布）　・
魚の照煮　・里芋とこん
にゃくのそぼろ煮　・香の
物

27 28

朝

・ご飯　・味噌汁（大根、人
参、油揚げ）　・牛乳
・カニ玉あんかけ（生野
菜、みかん）　・筍と結び
昆布　・胡瓜、ワカメ粕漬
け

・ご飯　・味噌汁（南瓜、生
ワカメ、長葱）　・牛乳
・炊き合わせ　・だし巻き
卵と浸し　・オレンジ　・煮
豆　　　　・一夜漬け

昼

・味噌汁（焼き豆腐、生ワ
カメ、長葱）　・炭火焼き鳥
丼（小松菜、紅生姜）　・三
食梅酢和え（大根、胡瓜、
オホーツク）　・胡瓜、大根
粕漬け

・焼き立てパン（南瓜パ
ン、豆パン、カスタードツイ
スト）　　　・ベジタブルスー
プ　・南瓜シーザーサラダ
・コーヒー、牛乳

夕

・ご飯　・番茶　・寄せ鍋
（鱈、鳥肉、くずきり、白
菜、小松菜、豆腐、長葱、
春菊）　・うどの味噌煮
・ゆず大根サーモンのせ
・沢庵

・ご飯　・味噌汁（南瓜団
子、小松菜）　・焼き魚（大
根おろし、果物）　・マー
ボー豆腐　　・うどの煮物
・香の物


