
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 6 7

朝

・ご飯　・豆腐とふのりの
味噌汁　・牛乳　・サンマ
の蒲焼　・ほうれん草の
コーンソテー　・パイン　・
とろろ芋　・べったら漬

・ご飯　・キャベツとしめじ
の味噌汁　・牛乳　・盛り
合わせ（・ベーコンエッグ　
・生野菜　・パイン）　・和
風ナムル　・沢庵　・さん
ま巻き

・ご飯　・椎茸とはんぺん
の味噌汁　・牛乳　・豚肉
と野菜のソテー　・卵豆腐
あんかけ　・オーシャンサ
ラダ

・ご飯　・椎茸と玉葱の味噌
汁　・牛乳　・焼き物（・ハムス
テーキ　・レタス　・ウイン
ナーソテー）　・ひじきの炒め
煮　・キャベツ浅漬　・海老さ
し松前

・ご飯　・大根とすり身の味噌
汁　・牛乳　・煮物（・てんぷら　
・ごぼう　・大根　・人参　・イ
ンゲン）　・納豆オクラ入り　・
かぶ一夜漬　・煮豆

・ご飯　・芋とエリンギの
味噌汁　・牛乳　・焼き物
（・伊東の天ぷら　・大根
おろし　・パイン）　・筍の
炒め煮　・一夜漬　・オー
シャンサラダ

・ご飯　・ほうれん草と生
海苔の味噌汁　・牛乳　・
野菜入りオムレツ（・レタ
ス　・オレンジ）　・きんぴ
らごぼう　・べったら漬　・
ふりかけ

昼

・ご飯　・花麩とワカメの
味噌汁　・親子丼　・キャ
ベツのお浸し　・沢庵　・メ
ロン

・焼きたてパン（・焼そばロー
ル　・サワーミルク　・小倉あ
んパン）　・ミネストローネ　・
コーヒーゼリー　・飲み物（・
コーヒー　・牛乳）

・鮭雑炊　・盛り合わせ（・
塩鶏　・生野菜　・オレン
ジ　・ワカメとイカの酢味
噌）　・沢庵

・カレーうどん　・のり巻　
・レタスサラダ　・酢生姜

・はるさめスープ　・北湘
南オムレツ　・イタリアン
サラダ　福神漬　らっきょ

・かけそば　・お好み焼　・
ほうれん草お浸し　・フ
ルーツ盛り合わせ

・焼きたてパン（・おさつパン　
・クロワッサン　・バターロー
ル　・よもぎあんパン）　・オニ
オンスープ　・塩鶏とWアスパ
ラのサラダ　・コーヒー　・牛
乳

夕

・ワカメ炊き込みご飯　・
三平汁　・盛り合わせ４（・
南瓜コロッケ　・生野菜　・
トマト）　・豆腐と小松菜の
かき油炒め煮　・ミックス
漬

・ご飯　・エリンギと大葉
の味噌汁　・煮魚（こん
にゃく）　・ラーメンサラダ　
・大根醤油漬　・煮豆

・ご飯　・ブナピーと人参
の味噌汁　・牛丼　・フ
ルーツヨーグルト　・紅生
姜　・チジミ菜お浸し

・ご飯　・天ぷらとブナ
ピーの味噌汁 　・盛り合
わせ（・魚フライ　・生野菜　
・オレンジ）　・〆鯖のもず
く酢　・べったら漬　・卯の
花炒め

・ご飯　・わかめとブナ
ピーの味噌汁　・盛り合わ
せ（・豚ロースピザソース
焼き　・生野菜　・ナチュラ
ルポテト）　・ビーフン炒め　
・沢庵

・ご飯　・大根としじみの
味噌汁　・焼き魚（・さんま　
・大根おろし　・トマト）　・
炒り豆腐　・胡瓜浅漬　・
煮豆

・ご飯　・エリンギと天かま
の味噌汁　・うなぎ柳川　
・小松菜のナムル　・べっ
たら漬　・胡瓜キムチ漬　
・卯の花

8 9 10 11 12 13 14

朝

・ご飯　・豆腐と鶏ゴボ
ウの味噌汁　・牛乳　・
ソーセージのソテー　・
焼き魚（・鯖　・大根お
ろし　・佃煮）　・一夜漬

・ご飯　・南瓜だんごと舞茸
の味噌汁　・はんぺんバター
醤油（・Wアスパラ　・ウイン
ナーとコーンのソテー）　・ご
ぼうサラダ　・一夜漬　・塩辛

・ご飯　・がんもと本しめじ
の味噌汁　・山菜の炒め
煮　・納豆のしらす入り　・
胡瓜麹漬　・バナナヨーグ
ルト

・ご飯　・舞茸と豆腐の味
噌汁　・焼き魚（・大根お
ろし　・パイン）　・春雨と
ピーマンの炒め物　・大根
味噌漬　・笹かま

・ご飯　・椎茸と油あげの味
噌汁　・牛乳　・盛り合わせ（・
ひじき入りオムレツ　・生野
菜　・キウイ）　・長芋の梅汁
和え　・大根味噌漬　・海老
松前

・ご飯　・大根と人参の味
噌汁　・牛乳　・煮物（・京
がんも　・芋　・人参　・椎
茸　・インゲン）　・生卵　・
胡瓜からし漬　・バナナ
ヨーグルト

・ご飯　・ちくわとみつ葉の
味噌汁　・牛乳　・焼き魚
（・さわら西京　・大根おろ
し　・キウイ）　・高野豆腐
オランダ煮　・べったら漬　
・煮豆

昼
・豚骨ラーメン　・小口赤
飯　・酢生姜

・サンドウイッチ　・菓子パ
ン　・あさりクリームチャウ
ダー　・牛乳寒天（・パイン　
・キウイ）　・コーヒー　・牛
乳

休
・にゅう麺　・一口おにぎり
（・お赤飯）　・梅ゼリーキ
ウイソースかけ

・ワカメスープ　・焼豚
チャーハン　・オニオンサ
ラダ　・福神漬

・鍋焼きうどん　・もずく
酢　・蒸しパン

・茄子とベーコンのトマト
スパゲティ　・キャベツ
スープ　・えびサラダ　・
コーヒー

夕

・ご飯　・わかめと芋の味噌
汁　・盛り合わせ（・ヒレカツ　
・生野菜　・トマト）　・キャベツ
のなめたけ和え　・胡瓜浅漬　
・大根のきんぴら

・五穀米入りご飯　・山菜
とエリンギの味噌汁　・焼
き魚（・鮭　・大根おろし）　
・肉じゃが（カレー味）　・
鰹沢庵　・コーンサラダ

・ポークカレー　・盛り合わ
せサラダ　・福神漬　・レ
アチーズ

・ご飯　・豚汁　・盛り合わ
せ（・クリームコロッケ　・
生野菜　・オレンジ）　・小
松菜のくるみ和え　・ピリ
辛胡瓜　・黒豆

・ご飯　・天かまと人参の
味噌汁　・チカのマリネ風　
・ほうれん草と胡瓜のと
びっこ和え　・わさび茄子　
・味噌ニンニク　・煮豆

・ご飯　・大根とブナピー
の味噌汁　・煮込みおで
ん　・ホッキサラダ　・胡瓜
からし漬　・キャベツの卵
とじ

・ご飯　・豆腐と生海苔の
味噌汁　・つけ焼き(・キャ
ベツ甘酢　・オレンジ）　・
新じゃがそぼろ煮　・胡瓜
醤油漬　・鰊昆布
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朝

・ご飯　・大根と椎茸の味
噌汁　・牛乳　・カニ玉あ
んかけ（・レタス　・トマト）　
・キャベツとシーチキンの
炒め煮　・胡瓜浅漬

・ご飯　・豆腐とブナピー
の味噌汁　・牛乳　・田舎
風炊き合わせ　・だし巻き
卵　・キャベツお浸し　・ト
マト　・胡瓜こうじ漬　・煮
豆

ご飯　・芋とすり身の味噌
汁　・焼き物（・角ハム・温
野菜・）　・豚レバーかりん
とう揚げ　・赤大根甘酢漬　
・甘エビ塩辛

ご飯　・大根と生海苔の
味噌汁　・トルコ風オムレ
ツ（・生野菜　・トマト）　・し
めじとほうれん草の煮浸
し　・沢庵　・しそ味噌

・ご飯　・わかめと玉葱の
味噌汁　・湯豆腐　・鶏ゴ
ボウの炒め煮　・沢庵　・
イタリアンサラダ

・ご飯　・南瓜と茄子の味
噌汁　・牛乳　・プレーン
オムレツ（生野菜　・トマ
ト）　・いかと里芋の煮物　
・胡瓜浅漬　・たらこ

ご飯　・エリンギとみつ葉
の味噌汁　・牛乳　・伊東
の天ぷら（大根おろし・ト
マト）　・ごぼうサラダ　・茄
子漬　・沢庵

昼

・南瓜だんごと生ワカメ
の味噌汁　・さんま丼　
・ちくわと胡瓜の酢味
噌　・胡瓜丸漬

・焼きたてパン（・ナン野菜サ
ンド　・よもぎあんパン　・お
米パン　・おさつパン）　・ベジ
タブルスープ　・フルーツ梅
ゼリー　・飲み物（・コーヒー　
・牛乳）

・キャベツとインゲンの味
噌汁　・おにぎりセット（・
炭火焼鳥　・レタス　・南

瓜コロッケ　・ウインナー）　
・フレークアイス　・大根味

噌漬

・すいとん汁　・ゆかりご
飯　・盛り合わせ（・ズッ
キーニーソテー　・ちか大
葉巻き　・サニーレタス）　
・梅漬

・ニンニクスープ　・ハッ
シュドビーフ　・マカロニサ
ラダ　・福神漬け

・とん汁きし麺　・ほう
れん草とえびのサラ
ダ　・酢大豆　・牛乳
寒天蜂蜜かけ

・スープカレー　・ご飯　・
大根とハムのサラダ　・
コーヒー　・牛乳

夕

・ご飯　・水餃子　・盛り合
わせ（・豚ロースソテー　・
生野菜　・ウインナー）　・
新キャベツの胡麻酢和え　
・大根梅汁漬　・ふきのき
んぴら

・ご飯　・ふきと厚あげの
味噌汁　・焼き魚（・大根
おろし　・西瓜）　・マー
ボー茄子　・大根粕漬　・
沢庵

・ご飯　・南瓜とわかめの
味噌汁　・つくね（・3色ソ
テー　・トマト）　　・春雨サ
ラダ　・梅酢大根　・西瓜

・ご飯　・白菜と椎茸の味
噌汁　・煮魚（・𩸽　・ふき）　
・マッシュポテト　・胡瓜ピ
リ辛漬　・フルーツ盛り合
わせ

・ご飯　・えびすり身とふ
のりの味噌汁　・天ぷら（・
えび・南瓜・茄子・本しめ
じ）　・枝豆と人参の白和
え　・沢庵　・えびのみぞ
れ和え

・ご飯　・ごぼうと南瓜だんご
の味噌汁　・タンドリーチキン
（・生野菜　・キウイ）　・ふき
の味噌炒め　・酢物　・胡瓜
からし漬

・ご飯　・南瓜とみつ葉の味
噌汁　・鯖ホイル焼マヨネー
ズ味噌味　(・枝豆　・オレン
ジ）　・豆腐の卵とじ　・ホッキ
サラダ　・大根醤油漬

22 23 24 25 26 27 28

朝

・ご飯　・豆腐と絹さやの
味噌汁　・牛乳　・はんぺ
んチーズサンド（・生野菜　
・リンゴ）　・和風ナムル　
・胡瓜粕漬

・ご飯　・ワカメと玉葱の
味噌汁　・牛乳　・鯖水煮
山かけ　・ほうれん草とオ
ホーツクの磯和え　・バナ
ナ　・みかん缶　・大根南
瓜漬

・ご飯　・がんもと長ネギ
の味噌汁　・牛乳　・キャ
ベツのマフラー煮　・納豆
しらす入り　・オレンジ

・ご飯　・ふきとつみれの
味噌汁　牛乳　焼き魚（・
大根おろし　・りんご）　・
高野豆腐の卵とじ　・一夜
漬　・きのこの和え物

・ご飯　・豆腐とふのりの
味噌汁　・牛乳　・チーズ
オムレツ（・生野菜　・キウ
イ）　・ふきの煮物　・大根
梅酢漬　・やなぎだけの
和え物

・ご飯　・豆腐と玉葱の味
噌汁　・煮物（・京がんも　
・大根　・焼きちくわ　・人
参　・インゲン）　・温泉卵　
・ごぼうサラダ　・沢庵

・ご飯　・南瓜だんごとエリン
ギの味噌汁　・焼き物（・鶏の
炭火焼　・温野菜　・バナナ
ヨーグルト）　・うどの酢味噌　
・大根醤油漬　・海老好み

昼
・コンソメスープ　・冷
やしラーメン　・紅生
姜

・焼立てパン（・あんパン　
・南瓜パン　・スティックパ
ン　・フォカッチャ）　・人参
ポタージュ　・塩鶏サラダ　
・コーヒー　・牛乳

休

・茶粥　・盛り合わせ（・鯖
から揚げ　・海老とスイー
トコーンのソテー　・オレン
ジ）　・煮物　・味噌漬　・
梅漬

・レタスたっぷりスープ　
・炊き込みカレーピラフ　
・しめじとトマトのサラ
ダ　・福神漬

・天ぷらそば　・夏野
菜の中華和え　・冷
たいしるこ

・野菜スープ　・ナポリタン　
・蒸し鶏とごぼうのサラダ　
・コーヒー　・牛乳

夕

・五穀米入りご飯　・豆腐とわ
かめの味噌汁　・鶏から揚げ
甘辛ソースかけ（生野菜　・ト
マト）　・夏イカとと芋の煮物　
・ピリ辛胡瓜

・ご飯　・南瓜だんごと
キャベツの味噌汁　・手作
り餃子（・トマト）　・中華サ
ラダ　・べったら漬　・とこ
ろ天

・ご飯　・豆腐となめこの赤だ
し味噌汁　・お刺身盛り合わ
せ（・まぐろ　・そい　・〆鯖）　
・芋茎の炒め煮　・大根南瓜
漬　・えびブロッコリー

・ご飯　・本しめじと油あげの
味噌汁　・ササミピカタ焼き
（・生野菜　・トマト）　・奴豆腐　
・べったら漬　・ズッキーニと
ウインナーのソテー

・ご飯　・うどん汁　・鯖の
味噌煮　・豚シャブサラダ　
・大根醤油漬　・うどの酢
味噌和え

・清汁　・うなぎ炊き込みご飯　
・盛り合わせ（・厚焼き卵　・
オホーツク　・ほうれん草中
華和え　・オレンジ）・〆鯖酢
物　・紅生姜

・ご飯　・芋と生海苔の味
噌汁　・干魚（・二十日カ
ブ酢漬　・ウインナー）　・
切干大根の炒め煮　・大
根南瓜漬　・セロリのカ
レーきんぴら

29 30 31

朝

・ご飯　・玉葱とわかめの
味噌汁　・牛乳　・サンマ
蒲焼き（　・キャベツとベー
コンのソテー　・りんご）　・
とろろ芋　・胡瓜のからし
漬

・ご飯　・白菜と豆腐の味噌
汁　・牛乳　・盛り合わせ（・ハ
ムエッグ　・生野菜　・メロン）　
・きんぴらごぼう　・沢庵　・海
老塩辛

・ご飯　・エリンギと油あげ
の味噌汁　・牛乳　・豚肉
の野菜ソテー　・絹豆腐
のくず煮　・大根醤油漬　
・塩辛

昼

・ご飯　・豆腐と生海苔の
味噌汁　・うな玉丼　・白
菜お浸し　・南瓜大根漬　
・ピリ辛胡瓜　・メロン

・焼き立てパン（・メロンパ
ン　・あんドーナツ　・ハム
チーズ）　・ミネストローネ　
・苺プリン　・コーヒー　・
牛乳

・おにぎり茶漬　・盛り合
わせ（・ちくわの天ぷら　・
ブロッコリー　・トマト　・海
老しゅうまい）　・野沢菜
漬

夕

・ご飯　・鱈汁　・盛り合わ
せ（・南瓜コロッケ　・生野
菜　・オレンジ）　・ニラと
玉葱の卵とじ　・キャベツ
浅漬

・ご飯　・白菜とエリンギ
の味噌汁　・煮魚（・こん
にゃく）　・イタリアンスパ
サラダ　・胡瓜浅漬　・炒
め煮

・ご飯　・芋と生海苔の味
噌汁　・ジンギスカン　・フ
ルーツヨーグルト和え　・
大根味噌漬　・ほうれん
草お浸し

朝

昼

夕
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