
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1日

朝

・ご飯　・味噌汁（南瓜・わかめ・大根
葉）　・牛乳　・焼き物（さわら西京焼
き・大根おろし・みかん）　・高野豆腐
の煮物（高野豆腐・なると・小松菜）
数の子松前・ベッタ漬け

昼

きのこスパッゲティー（生椎茸・本し
めじ・えのき・舞茸・エリンギ・万能ね
ぎ）・レタスのスープ(レタス・にんに
く）・サラダ（えび・長芋・玉葱・胡瓜・
人参）　・コーヒー

夕

・ご飯・味噌汁（大根・人参・小葱・が
んも）・魚の揚げ煮（イナダ・甘酢大
根）・じゃが芋のそぼろ煮（芋・いん
げん・ひき肉）・南蛮味噌

2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日

朝

ご飯・みそ汁（しめじ・はんぺん・ね
ぎ）・牛乳・かに玉あんかけ盛合わ
せ（生野菜・トマト）・わらびの煮物
（わらび・こんにゃく・かまぼこ）・香
の物

ご飯・味噌汁（南瓜・わかめ・万能
葱）・牛乳・炊き合わせ（筑前煮・い
んげん）・だし巻き卵（卵・かにかま・
長葱・）・白菜のお浸し（板かま）・一
夜漬け

ご飯・味噌汁（青ネギ・えりんぎ・豆
腐）・牛・焼き物（角ハム・温野菜）・
鶏レバ炒め（とりレバー・にら・白
滝）・ぶどう・一夜漬け

ご飯・味噌汁（芋・長葱・ふのり）・牛
乳・スペイン風オムレツ（卵・南瓜・
わかめ・生野菜）・白菜煮浸し（白
菜・だし汁・きざみのり）・胡瓜漬

ご飯・味噌汁（南瓜・生海苔・長葱）・
牛乳・湯豆腐セット（白菜・生椎茸・
昆布・長葱・生姜）・うどのみそ炒め
（うど水煮・白滝・焼きちくわ）・白菜
のビール漬け

ご飯・味噌汁（豆腐・わかめ・長葱）・
牛乳・プレーンオムレツ（生野菜　・
みかん）・たけのこのかか煮（竹の
子・こんにゃく・人参）

・ご飯・味噌汁（キャベツときのこ）・
牛乳　・盛り合わせ（野菜入り天ぷ
ら・大根おろし　・りんご）・高野豆腐
の煮物（焼きちくわ）・べったら漬け

昼

味噌汁（芋・長葱）・豚丼（豚スラ
イス・塩・ガーリック・ほうれん
草）・柿ヨーグルトかけ（柿・バナ
ナ・ヨーグルト）・たくあん

焼きたてパン（ブルマン・ウインナーロー
ル・メイプルクリームパン黒糖ロール）・ベ
ジタブルスープ（ミックスV・玉葱・ニンニ
ク・芋）・ぶどう・大根とごぼうのサラダ・
コーヒー

味噌汁（わかめ・大根）・おにぎり
セット（だしむすび・昆布・南瓜コロッ
ケ・レタス）・キャラメルプリン・コー
ヒーゼリー・べったら漬

お雑煮汁（大あげ・大根・土ごぼう・
鶏肉・生椎茸・みつぱ・餅）・ゆかりご
飯・盛り合わせ（魚のザンギ・レタ
ス・みかん）・梅漬け

卵ののスープ・ご飯・ハッシュドビー
フ（牛バラ肉・玉葱・人参・竹の子・エ
リンギ）・野菜サラダ・ラッキョ・パリッ
コ

豚汁きしめん（大根・人参・赤みそ・
きし麺・豚ばら・春菊・長葱）・白菜の
お浸し（白菜・だし汁・きざみのり）・
ルバーブパイ（ルバーブジャム）

・ご飯　・スープカレー（玉子・玉
葱・とりモモ・南瓜・ブロッコリー・
なす）・野菜サラダ・福神漬

夕

ご飯・番茶・うどんすき鍋（うどん・豚
ｶカタロース・生椎茸・焼き豆腐・玉
葱・春菊・板かま）・酢物（もずく・長
芋）・かぶ漬・とりとわらびの煮物

ご飯・味噌汁（南瓜だんご・白菜）・
焼き魚（魚・大根おろし・大葉）・麻婆
豆腐　・紅生姜（豆腐・長葱・豚ひ
き）・わらびのむた

ご飯・味噌汁（大根・人参・本しめ
じ）・煮込みハンバーグ（合いびき
肉・玉葱・フライドポテト・にんじんの
クラッセ）・春雨サラダ（もやし・ロー
スハム・胡瓜）・大根梅漬

きび入りご飯・味噌汁（卵・白菜）・煮
魚（赤がれい・生姜・昆布）・マッシュ
ポテトサラダ（マカロニ・ソセージ・玉
葱・胡瓜・茹で卵・みかん

ご飯・味噌汁（ブナピー・南瓜・はんぺ
ん）・天ぷら盛り合わせ（尾付えび・さつま
芋・ナス・本しめじ・大根おろし）・白和え
（豆腐・人参・黒コン）・沢庵

ご飯・味噌汁（南瓜・焼きちくわ・長
葱）・チキン幽庵焼（とりもも・生野
菜・トマト）・いんげん香味炒め（白
滝・本しめじ）・ヤーコンサラダ

ご飯・味噌汁（南瓜・ねぎ・わかめ）・ホイ
ル焼(真たら・玉葱・椎茸・人参・バラべー
コン・フライドポテト・みかん）・山菜煮（わ
らび・ふき・こんにゃく）・松前漬

9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日

朝

ご飯・味噌汁（エリンギ・ふのり・葱）・牛
乳・はんぺんのチーズサンド（はんぺん・
カットチーズ・生野菜　・オレンジ）・切り干
し大根（ごぼう・人参・天ぷら蒲鉾・ひじ
き）・甘海老塩辛・ピリ辛胡瓜

ご飯・味噌汁（白菜・ふのり）・牛乳・
鯖水煮の山かけ（長芋・卵黄・醤
油）・磯和え（ほうれん草・胡瓜・オ
ホーツク・のり佃煮）・大根の梅漬け

ご飯・味噌汁（油揚げ・万能ねぎ）・
牛乳・キャベツのマフラー煮（人参・
てんぷら・ひじき・本しめじ・青葉）・
納豆しらす入り（しらす・長葱）・ヨー
グルト（煮リンゴ・キュウイ）

ご飯・味噌汁（南瓜団子・わかめ・長
葱）・牛乳・焼き魚（大根おろし・みか
ん）・高野豆腐の卵とじ（カット高野
豆腐・人参・味付き椎茸・いんげん・
卵）・数の子松前

・ご飯　・小松菜と南瓜の味噌汁　・
牛乳　・盛り合わせ（・シーチキンオ
ムレツ　・生野菜　・オレンジ）　・大
豆とひじきの炒め煮　・一夜漬　・塩
辛

ご飯・味噌汁・牛乳・煮物（京がん
も・大根・こんにゃく・本シメジ・地ふ
き）・温泉卵・香の物

・ご飯　・味噌汁（豆腐・生椎茸・万能
ねぎ）・牛乳・焼き物（さんまのごぼう
巻・温野菜・みかん）・とりごぼう（人
参・いんげん）・香の物

昼

スープ（わかめ・レタス・わかめ・生
姜）・あんかけ焼きそば（玉葱・豚
肉・もやし・むきえび・いんげん）・り
んごヨーグルトかけ・紅生姜

焼きたてパン（おさつパン・枝豆パン・あ
んぱん・フォカッチャ）・コーンスープ（コー
ンクリーム・玉葱・牛乳・芋・生クリーム・ク
ルトン）・温野菜サラダ（キャベツ・人参・
ハム・レタス）・コーヒー

休

抹茶入り玄米茶・小豆粥（小豆
水煮・塩）・盛り合わせ（京風焼
売・白菜・とまと・むきえび）・煮物
（ロールキャベツ・大根・天ぷ
ら）・みかん

・わかめスープ　・炊き込みピ
ラフ　・サラスパサラダ　・福
神漬

天ぷらそば（玉葱・ピーマン・干しエビ・生
椎茸・尾付き海老・長葱）・和え物（もや
し・オホーツク・胡瓜・ピーマン・中華くら
げ）・白玉小倉あんかけ

スープ（生姜・きくらげ・春雨）・ナポ
リタンスパゲッティー（玉葱・ピーマ
ン・ソーセージ・トマトケッチャップ）・
サラダ（南瓜・胡瓜・シーチキン・レタ
ス）・コーヒー

夕

わかめご飯・味噌汁（大根・椎茸・油揚
げ）・鶏肉ザンギ盛り合わせ（生野菜・ス
ナッキーパンプ）・みがきと大根の煮物
（大根・人参・生姜）・白菜ビール漬け・え
びの塩辛

ご飯・オニオンスープ（ニンニク・玉
葱・レタスノ青葉）・肉焼売盛り合わ
せ（粗挽き肉・白菜・ポン酢・トマト）・
中華サラダ（中華クラゲ・胡瓜・白菜
の芯・ロースハム）・梅大根

ご飯・赤だし味噌汁（なめこ・絹豆腐・み
つぱ・）・お刺身盛り合わせ（・〆サバ　・
サーモン　・いか　・その他）・ズイキの炒
め煮（人参・生揚げ・こんにゃく・青葉）

ご飯・味噌汁（キャベツ・卵）・とりサ
サミのピカタ焼（チーズ・生野菜）・ト
マト・奴豆腐（大根おろし）・浅漬け

・ご飯　・ラーメン汁　・鯖の味噌煮
（・揚げ茄子）　・豚しゃぶサラダ　・
沢庵　・小松菜とちくわの胡麻和え

ご飯・味噌汁（南瓜だんご・長葱・わか
め）・ぎせい豆腐（玉子・むきえび・にら・
生椎茸・土ごぼう・人参・大根おろし）・
キャベツときのこのサラダ（リンゴ・レーズ
ン・ハム）・香の物

ご飯・味噌汁（ブナピー・大根・長葱・
人参）・干魚（干しカレイ・甘酢大根・
菊海苔・ウインナー）・里芋の含め煮
（人参・こんにゃく・本シメジ）・香の
物

16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日

朝

ご飯・みそ汁（豆腐・油揚げ）・牛乳・
さんま蒲焼と野菜のソテー（ほうれ
ん草・ベーコン・カーネルコーン）・く
だもの・長芋花カツオ・香の物

ご飯・みそ汁（白菜・みつぱ・椎茸）・
牛乳・ベーコンエック（生野菜・トマ
ト）・三色金平（土ごぼう・人参・ピー
マン・白ごま）一夜漬け

ご飯・みそ汁（南瓜・ワカメ・長ネギ）・牛
乳・野菜のソテー（豚小間切・本シメジ・人
参・ブロッコリー・玉葱・キャベツ）・絹豆腐
あんかけ（玉子スープ・みつぱ）・ワカサ
ギの佃煮

ご飯・みそ汁（ふのりこ・豆腐・長ネギ）・
牛乳・ハムステーキ（生野菜・オレンジ・
カーネルコーン・ウインナー）・ひじきの炒
め煮（ひじき・ごぼう・厚揚げ・白滝・人参・
いんげん）・みかん

ご飯・みそ汁（えりんぎ・南瓜・長葱）・牛
乳・煮物（三色いなり・焼きちく・大根・人
参・ごぼう・大根・いんげん）・オクラ入り
納豆（長ネギ）・一漬けや・くだもの

ご飯・みそ汁（南瓜だんご・わかめ・
長葱）・牛乳・伊東のてんぷら（大根
おろし・柿・バナナ）・イカと里芋の煮
物（いんげん・人参）・白菜キムチ

ご飯・みそ汁（豆腐・負の理・長葱）・
牛乳・野菜入府りオムレツ（卵・玉
葱・ミック・柿）・山菜の煮物（ウド・わ
らび・天ぷら）・たくあん

昼

・ご飯・みそ汁（南瓜・麩）親子丼（鶏
肉・玉葱・竹の子・生椎茸・みつぱ・
卵・もみのり）・お浸し（キャベツ・花
カツオ）・バナナ・香の物

南瓜パン・天かまロール・カスタードツイ
スト・あんパン・・ミネストローネ（にんに
く・芋・キャベツ・人参・トマト水煮缶・ベー
コン・ローリエ）・牛乳寒天フルーツ・コー
ヒー

うなの雑炊（うなぎの蒲焼・ごぼう・
竹の子・みつぱ・椎茸・みつぱ・玉
子・だし汁）・小さい盛合わせ（エビ

チリ・野菜）・ヤーコンの金平

・カレーうどん（豚バラ肉・茹で卵・ミックス
V・芋）・おしんこ巻（ほうれん草・長葱・野
沢菜・たくあん）・白菜のなめたけ

卵わかめスープ（レタス・わかめ）・北湘
南オムレツ（鶏肉・玉葱・ピーマン・人参・
オムレツソース・生クリーム）・ヤーコンの
サラダ（ヤーコン・ピーマン）・福神漬け

かけそば（干しそば・温泉卵・ほうれ
ん草・板かま・オホーツク・長ネギ）・
お好み焼き（卵・キャベツ・干しえび・
長芋・長葱・天かす・バラ肉・青のり・
ソース）・干柿

・スープ（玉葱・ウインナー）・焼立て
パン・サラダ（茹で卵・アスパラ・オ
ホーツク）・コーヒー

夕

五穀米ご飯・三平汁（塩鮭・芋・人参・大
根・本シメジ・ワカメ・長葱・昆布）・盛合わ
せ（ほたて・キャベツ・本シメジ・わかめ・
南瓜のフライド・生野菜・トマト）・豆腐の
カキ油炒め（ほうれん草・竹の子・人参）・
大根漬け

ご飯・みそ汁（大根・本シメジ・みつぱ）・
煮魚（昆布・生姜・大根）・スパゲティ-イタ
リアンサラダ（とりササミ・サラスパ・玉葱・
胡瓜・ピーマン・イタリアンドレッシング・わ
らびとホタテの煮物

ご飯・みそ汁（白菜・油揚げ）・牛丼（牛上
バラ肉・豚カタロース・玉葱・竹の子・白
滝・紅生姜）・フルーツヨーグルト和え（フ
ルーツミックス・バナナ）・ほうれん草のお
浸し

ご飯・みそ汁・魚のフライ（生野菜・く
だもの）・じゅん菜の酢物（胡瓜・菊
の花・〆さば）・香の物

ご飯・みそ汁（本しめじ・はんぺん）・
豚ロース塩麹焼き（カットポテト・生
野菜）・ビーフンの炒め煮（玉葱・
キャベツ・ニラ・人参・イカ・豚肉）・香
の物

ご飯・清汁（ウド・本しめじ・みつぱ）・
紅鮭焼き（大根おろし）・炒り豆腐
（豆腐・ごぼう・椎茸・青菜・人参・きく
らげ）・南瓜の小倉かけ・一夜漬け

ご飯・みそ汁（ブナピー・大根・あげ・
ねぎ）・とう板焼き（真鱈・甘えび・玉
葱・南瓜・エリンギ・ナス）・ナムル
（小松菜・えのき・胡瓜・ロースハ
ム）・白菜キムチ

23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日

朝

・お粥・みそ汁（白菜・厚揚げ・長ネ
ギ）・牛乳・塩さば（大根おろし・佃
煮）・ブロッコリーとちくわの炒め物
（人参）・香の物

・ご飯・みそ汁（大根・なす・油揚
げ）・牛乳・はんぺんピカタ焼き（アス
パラ・ミックスV・ウインナー）・和風ナ
ムル（胡瓜・はるさめ・人参）・たらこ
和え

ご飯・みそ汁（ブナピー・南瓜・カット
ワカメ）・牛乳・山菜の炒め煮（山菜
水煮・天ぷら・黒コンニャク・人参）・
納豆（しらす・野沢菜・長ネギ）・バナ
ナ

・ご飯・みそ汁（絹豆腐・長ネギ・生
のり）・牛乳・焼き物（塩ほっけ・大根
おろし・みかん）・春雨とピーマンの
炒め物（豚ひき肉・春雨・ピーマン）・
香の物

ご飯・味噌汁（シメジ・大根・厚揚
げ）・牛乳・ひじき入りオムレツ（生野
菜・アスパラ缶）・長芋の梅肉和え
（長芋。梅汁）・塩辛

ご飯・味噌汁（南瓜・せり・わかめ）・
牛乳・煮物（豆腐巾着・里芋・人参・
いんげん・本シメジ）・とろろみそ味
（長芋・だし汁・しょう油・みそ・きざみ
のり）・フルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁（南瓜・焼ちくわ・長
葱）・焼き・物（さわら西京・大根おろ
し・しそ昆布）・高野豆腐のオランダ
煮（高野豆腐・ナルト）・胡瓜の漬物

昼
みそラーメン（もやし・きゃべつ・人
参・玉葱・ニラ・ひき肉）・いなり寿し
（いなり皮）・甘酢生姜

・サンドイッチ（ポテト・胡瓜・玉葱・ソ
ウセージ）・アサリのチャウダー（ア
サリの水煮・玉葱・キャベツ・牛乳）・
牛乳寒天・コーヒー

休み

にゅう麺（そうめん・竹の子・本シメ
ジ・生椎茸・板かま）・一口おにぎり
（おかか・うめ・しそ）・フルーツポン
チ（フルーツ缶・白玉・バナナ）・ニシ
ン切り漬け

ミックススープ（玉葱・わかめ・卵・生姜）・
焼き豚チャーハン（コンソメ・焼き豚・玉
葱・人参・ピーマン・にんにく）・南瓜サラ
ダ（南瓜・胡瓜・チーズ・ウインナー・レタ
ス）・福神漬け

鍋焼きうどん（うどん・ほうれん草・ナ
ルト・生卵・長葱）・ヤーコンのソテー
（ヤーコンの繊切）・黒砂糖の蒸しパ
ン

スープ（生姜・きくらげ・春雨）・スパ
ゲッティーカルボナーラ（カルボナー
ラソース・あさり缶・かいわれ）・サラ
ダ（キャベツ）・コーヒー

夕

ご飯・みそ汁（玉葱・本シメジ）・豚
ロースチーズフライ（豚ロース・チー
ズ・大葉）・なめたけ和え（ほうれん
草・オホーツク・胡瓜・なめたけ）・昆
布の佃煮

・五穀米入りご飯・かき玉汁（卵・万
能ネギ）・焼き魚（大根おろし・りん
ご）・肉じゃが（豚カタロース・芋・玉
葱・人参・白滝・生姜）・たくあん・
キャベツの梅しそ和え

ピースご飯（バター・塩エンドウ・紅
生姜）・オードブル（レック・マッシュ
ポテト・エビマヨ・苺・キュウイ）・ねぎ
ぬた（鮭・長葱・酢味噌・イタリアンパ
セリ）・プチケーキ・シャンメリー

・ご飯・さつま汁（人参・ごぼう・本シメジ・
豆腐・長ネギ・白滝）・盛合わせ（クリーム
コロッケ・生野菜・くだもの）・くるみ合え
（ほうれん草・人参・くるみ」・ちくわ）・胡瓜
の漬物

ご飯・味噌汁（白菜・鶏牛蒡・エリン
ギ）・マリネ風（チカ・ピーマン・玉葱・
人参・レモン・レタス）・人参の金平・
赤カブの漬物

ご飯・味噌汁（豆腐・本シメジ・ね
ぎ）・煮込みおでん（大根・手羽先・
ふき・焼きちくわ）・ごぼうサラダ（胡
瓜・レタス）・たくあん

ご飯・味噌汁（白菜・とりごぼう）・魚
のフライ（椎茸・大根おろし）・ベーコ
ンと人参のサラダ煮（人参・ほうれん
草・ベーコン・ニンニク）・キャベツキ
ムチ

30日 31日

朝

ご飯・味噌汁（豆腐・がんも・なぎ）・
牛乳・かに玉あんかけ（卵・かにむき
身・みつパ・生野菜・みかん）・わら
びの炒め煮（わらび・こんにゃく・天
ぷら蒲鉾）・香の物

ご飯・味噌汁・炊き合わせ（筑前
煮）・だし巻卵とお浸し（小松菜・み
かん）・昆布巻き

昼
味噌汁・とり塩ねぎ丼（とり塩・長葱・
白滝）・ぬるぬる和え（オクラ・めか
ぶ・ひき割り納豆）・香の物・みかん

焼き立てパン（ブルマン・モチモチ
ドーナツ・カレーパン・小倉あんぱ
ん）・ベジタブルスープ（玉葱・ミック
スＶキャベツ・ウインナー・レタス）・
ヤーコンノサラダ（胡瓜・人参）・コー
ヒ

夕

ご飯・番茶・切りたんぽ鍋（切りたん
ぽ・とりもも肉・ごぼう・舞茸・セリ・長
葱・焼き豆腐・くずきり）・ホタテの味
噌かけ（ホタテ貝柱・胡瓜・酢味噌）・
白菜の漬物

年越しそば・山菜おこわ・おかず折・
茶わん蒸し・飲み物・小ビール
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