
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝

ご飯・味噌汁・焼鮭・南瓜
煮・イカじゃが煮・だし巻
き玉子・ソーセージ炒め・
たらこ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
漬物・じゃが芋と天かまと
人参の煮物・とろろ芋・青
菜の胡麻和え・玉子焼・
みかんヨーグルト・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
豚肉と大根の煮物・納豆・
じゃこ佃煮・牛乳

昼

生姜ご飯・味噌汁・メンチ
カツ・ミニトマト・キャベツ
の千切・長芋のなめ茸和
え・大根のシーチキン煮

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・南
瓜煮・帆立の酢味噌・黒
豆・玉子味噌

炒飯・味噌汁・唐揚げ・ポ
テトサラダ・煮豆・ワサビ
菜の胡麻和え

夕
炒飯・味噌汁・南瓜とさつ
ま芋の天ぷら・おくらと昆
布の和え物・煮豆

ご飯・味噌汁・芋の天か
ま煮･ミートボールと野菜
のスープ煮・秋刀魚の塩
焼・昆布巻・たくあん

ご飯・味噌汁・焼宗八・う
ま煮・ふきと天ぷらと揚げ
の煮物・冷奴・煮豆
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朝
ご飯・味噌汁・にらの卵と
じ・焼鯖・南瓜煮・豚の生
姜焼き・昆布の佃煮

ご飯・味噌汁・焼鮭・さつ
ま芋の甘煮・かぶの煮
物・白菜の昆布和え・煮り
んご・牛乳

ご飯・味噌汁・鶏つくね・
かにかま・秋刀魚の蒲
焼・煮豆・荒びきウイン
ナー・ほうれん草のなめ
茸和え・牛乳

ご飯・味噌汁・焼秋刀魚・
大根といかの煮物・漬物・
水菜の胡麻和え・オムレ
ツ・牛乳

ご飯・味噌汁・豚肉と大根
と揚げの煮物・白菜と豆
腐とベーコンの酒蒸し・昆
布巻・たくあん・牛乳

ご飯・味噌汁・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯ
ｸﾞ・ベーコン焼・秋刀魚の
蒲焼・ほうれん草のなめ
茸和え・豚肉の生姜焼き

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
漬物・ポテトコロッケ・ポテ
トサラダ・紫蘇わかめ・牛
乳

昼
握り寿司・すまし汁・筑前
煮・おしるこ・なま酢

ご飯・そば汁・味噌おで
ん・南瓜の天ぷら・ほうれ
ん草のお浸し・昆布巻き

ご飯・オニオンスープ・白
菜ロール・紅鮭・焼魚・南
瓜・ベーコン炒め・バナナ

キーマカレー・玉子スー
プ・煮豆・ハム巻きポテト
サラダ・生春巻き・柿

和風きのこスパゲティ・ご
飯・わかめスープ・揚げだ
し豆腐・ほうれん草のお
浸し

生ちらし寿司・すまし汁・
鶏のから揚げ・鱈と生鱒
のフライ・タルタルソース

うどん・海老とかき揚げの
天ぷら・さつま芋の天か
ま煮・きんぴらごぼう・竹
輪

夕
ソーメン汁・ご飯・煮物・酢
の物・玉子焼き・ぜんざい

カレーライス・にしん漬・
煮豆・白菜とワカメのサラ
ダ・大根玉子とじ

ご飯・味噌汁･サーモンの
刺身・じゃが芋の天かま
煮・帆立とわかめの酢味
噌和え・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・かぶと竹輪
の煮物・肉じゃが・エリン
ギと豆腐と天かまの煮物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・南瓜煮・子和え・焼つ
ぼ鯛

ご飯・味噌汁・豚肉と玉ね
ぎとピーマンの炒め物・鱈
の塩コショー焼・南瓜の
煮物・漬物

ちらし寿司・味噌汁・ささ
ぎ豆と芋の煮物・ねぎの
酢味噌和え・黒がしらの
煮物・八朔
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朝

ご飯・味噌汁・いかじゃ
が・梅干・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・
南瓜のあんかけ・ウイン
ナー・紅鮭・牛乳

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
蒲焼・オムレツ・南瓜煮・
鶏の生姜煮・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ふきと竹輪の煮
物・ミートボール・煮豆・た
らこ・牛乳

ご飯・なめこ汁・竹の子と
蕗と蕨の煮物・トビッコ海
苔納豆・かぶの天かま
煮・煮豆・じゃこの佃煮・
牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・南
瓜のきんとん・竹の子と
人参のきんぴら・ナスの
ピリ辛炒め・ポテトエッグ・
フルーツ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
ベーコンエッグ・生姜焼
き・黒豆・牛乳

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
ミートオムレツ・鱈昆布・
黒豆・ミートボール

昼
鮭おにぎり・ポトフ・ミート
スパゲティ・大根の煮物・
山芋の梅和え・煮豆

シーフードカレー・中華
スープ・なま酢・昆布巻
き・煮豆・フルーツポンチ

味噌ラーメン・おにぎり・
ポテトサラダ・天かま煮
物・漬物

ご飯・さつま汁・チキンカ
ツ・煮豆・帆立とワカメの
酢味噌・かにかま

ご飯・味噌汁・刺身・椎茸
とほうれん草のバター炒
め・味噌おでん

ミートボールカレー・もや
しとハムの和え物・南瓜
の天ぷら・フルーツポンチ

ご飯・かしわうどん・肉豆
腐・芋と天かまの煮物・黒
豆

夕
牛肉のしぐれ煮・大根と
鶏肉と椎茸の煮物・水菜
のお浸し・煮豆・洋梨

親子丼・味噌汁・南瓜煮・
煮豆・胡瓜の胡麻漬・ほう
れん草のトビッコ和え

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
水餃子とミートボールの
野菜スープ煮・豆腐と
ベーコンの煮物

ご飯・味噌汁・煮豆・焼秋
刀魚・南瓜煮・もつ煮込
み・ベーコンのもやし巻
き・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・焼鯖・蕗と
天かまの煮物・茄子と
ピーマンの煮浸し・煮豆・
柿

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・さつま芋と天ぷら
の煮物・白菜お浸し・黒豆

天丼・味噌汁・ブロッコ
リーとカニカマ・秋刀魚・ト
ロマグロ
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朝

ご飯・味噌汁・ミニハン
バーグ・キャベツ・天かま
の煮物・オムレツ・梅干・
昆布の佃煮・ブロッコ
リー・牛乳

ご飯・味噌汁・ソーセージ
の玉子とじ・南瓜団子・さ
つま芋の煮物・ミートボー
ル・紫蘇ワカメ・牛乳

ご飯・味噌汁・大根の豚
肉煮・サーモンとミックス
ベジタブルのサラダ・きん
ぴらごぼう・じゃこ佃煮・牛
乳

ご飯・味噌汁･焼鯖・玉子
焼き・南瓜煮・子和え

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
照焼きチキン・ひじき煮・
シーチキンと水菜のサラ
ダ・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・紅鮭・ベー
コン・南瓜あんかけ・玉子
焼き・玉ねぎの天ぷら・牛
乳

おにぎり・味噌汁・煮豆・
ミートボール・玉子焼き・
水菜の胡麻和え・カニカ
マ

昼
中華丼・味噌汁・目抜き
西京焼・ほうれん草の胡
麻和え・煮豆・南瓜煮・柿

オムカレー（人参･フライド
ポテト・南瓜）・玉子スー
プ・煮豆・ラッキョ

ご飯・味噌汁・海老と南瓜
の天ぷら・トンカツ・レタス
とシーチキンとカニカマの
サラダ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ベーコンエッグ・麻婆豆
腐・煮豆

キーマカレー・玉子スー
プ・さつま芋煮・ラーメン
サラダ

鶏天丼・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・大根の煮物

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
子和え・南瓜煮

夕

生姜ご飯・味噌汁・ブロッ
コリー・鱈フライの甘酢野
菜あんかけ・海老マヨチリ
ソース

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・南瓜煮・焼糠秋刀魚・
昆布の佃煮

ご飯・味噌汁・焼鮭・ニラ
の玉子とじ・茄子とキノコ
のみぞれ和え・野菜サラ
ダ・煮豆

親子丼・味噌汁・鯖の味
噌煮・もやしのナムル・さ
つま芋の甘煮・煮豆

ちらし寿司（サーモン・ト
ビッコ・玉子）・味噌汁・い
かじゃが・煮豆・蓮根のき
んぴら

ご飯・味噌汁・玉ねぎと鶏
肉の玉子とじ・ほうれん草
のお浸し・大根おろし・焼
鮭

ご飯・なめこ汁・焼つぼ
鯛・昆布の佃煮・いかじゃ
が煮・蕗の天ぷら炒め

25 26 27 28 29 30

朝

ご飯・味噌汁・ほうれん草
とベーコンの玉子とじ・焼
ほっけ・南瓜煮・松前漬・
ミートボール

ご飯・味噌汁・ﾁｰｽﾞ入ｽｸﾗ
ﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・照焼きチキン・
煮豆・ほうれん草とトビッ
コの和え物・芋と天かま
の煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・煮
豆・キャベツの天かま炒
め・ポテトベーコンエッグ・
ソーセージ炒め・梨・牛乳

ご飯・味噌汁・豚肉と白菜
と豆腐の酒蒸し・きんぴら
ごぼう・南瓜煮・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・さ
つま芋・ソーセージのケ
チャップ炒め・ほうれん草
のツナ和え・南瓜煮

栗ご飯・味噌汁・だし巻き
玉子・焼鮭・ベーコンと
キャベツの炒め物・蕗の
炒め煮・みかん

昼
ご飯・豚汁・生姜とさつま
芋のかき揚げ・かに玉・
白菜のお浸し

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
胡瓜と中華クラゲの和え
物・鮭・豚肉と白菜の酒蒸
し

かき揚げうどん・おにぎ
り・鱈フライ・ポテトサラダ

塩ラーメン・ゆで卵・稲荷
寿司・ブロッコリー・カニカ
マ・チキンサラダ

ご飯・味噌汁・揚げだし豆
腐・ニラともやしの肉炒
め・ベーコンポテト炒め・
煮豆・みかん

カレーライス・玉子スー
プ・水菜サラダ・煮豆・漬
物・フルーツポンチ・南瓜
煮

夕
生姜ご飯・味噌汁・巾着
煮・生鱒のホイル焼

ご飯・味噌汁・かき揚げ・
さつま芋の天ぷら・焼秋
刀魚・煮豆・胡瓜のクラゲ
和え・茄子のピリ辛炒め

ご飯・味噌汁・ホイコー
ロ・焼縞ほっけ・竹の子と
湯豆腐と芋の煮物・さつ
ま芋甘露煮

ご飯・味噌汁・巾着煮・竹
輪のカレー天ぷら・黒豆・
玉子豆腐・胡瓜の浅漬け

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・海
老と小松菜の炒め物・切
干大根・煮豆・ツナの和え
物

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・麻婆豆腐・玉子
味噌・肉じゃが
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