
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・味噌汁・玉ねぎと
ベーコン入オムレツ・納
豆・紫蘇茎若布・茄子と
ピーマンのピーナッツ味
噌田楽・オレンジ

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンの味噌炒め・大根と
人参とすり身の煮物・納
豆

ご飯・味噌汁・玉子焼・大
根サラダ・ほうれん草の
なめ茸和え・ひじき煮

ご飯・味噌汁・オホーツク
入厚焼き玉子・ササミサ
ラダ・煮豆・切干大根

昼

ご飯・キャベツとベーコン
のスープ・鶏の生姜焼き・
キャベツの千切り・ポテト
サラダ

梅おにぎり・稲荷寿司・焼
そば・焼肉・焼き芋・焼し
しゃも・焼ウインナー・杏
仁豆腐

カレーライス・胡瓜とハム
のサラダ・煮豆

ご飯・味噌汁・煮込み和
風ハンバーグ・もやしとニ
ラと椎茸のバターソテー・
小松菜の胡麻和え・漬物

夕
ご飯・味噌汁・秋刀魚の
蒲焼・キャベツのなめ茸
和え・オムレツ

ご飯・味噌汁・チャンチャ
ン焼・春雨サラダ・大根と
胡瓜の梅肉サラダ・きん
ぴらごぼう

ご飯・そば・春雨サラダ・
ジンギスカンの唐揚げ（ト
マト添）・里芋の煮物

ご飯・豚汁・コロッケ・紫蘇
の実漬・マカロニサラダ・
茄子とピーマンの揚げ浸
し
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朝

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
ほうれん草の胡麻和え・
蕗と豚肉の煮物・べった
ら漬

ご飯・味噌汁・マカロニと
ソーセージのケチャップ
炒め・茄子とピーマンの
味噌炒め・ミートボールと
えのきとニラの炒め物

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・スクランブルエッグ・た
くあん

ご飯・味噌汁・煮物・ほう
れん草焼･竹輪サラダ・パ
インヨーグルト

ご飯・味噌汁・焼鮭・ウイ
ンナー焼・おふくろ煮・漬
物

ご飯・味噌汁・出し巻き玉
子・照焼きミートボール・
キウイフルーツ・南瓜煮・
かぶの葉の煮浸し・まぐ
ろ昆布

ご飯・味噌汁・焼秋刀魚・
マカロニサラダ・竹の子
煮・漬物

昼
ちらし寿司・味噌汁・おふ
くろ煮・なま酢・はっさく

ミートソーススパゲティ・
ベーコンと玉子のスープ・
大学芋・オレンジ

鶏釜飯・味噌汁・焼宗八
がれい・胡瓜と長芋の梅
かつお和え・マカロニサラ
ダ・うまみ昆布

カツ丼・味噌汁・ニラと人
参ともやしの炒め物・たく
あん

ナポリタン・コンソスープ・
ポテトサラダ・フルーツ
缶・茄子の油炒め

豚丼・味噌汁・さつま芋の
甘煮・ほうれん草の胡麻
和え

塩ラーメン・稲荷寿司・長
芋の紫蘇昆布和え・キウ
イとバナナと黄桃

夕

ご飯・コンソメスープ・生
姜焼き・白菜と海老のあ
んかけ・納豆入ラーメンサ
ラダ・漬物

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンと豚肉の中華胡麻炒
め・白菜の梅肉和え・煮
豆・洋梨

天丼・きのこ汁・白菜と竹
輪の和え物

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ・ラーメンサラダ・煮物

ご飯・味噌汁・鱒のムニエ
ル・水菜と焼豚のドレッシ
ング和え・かぶと天かま
の煮物・苺

ご飯・水餃子スープ・麻婆
茄子・もやしのナムル・フ
ルーツミックス

ご飯・若布スープ・トマト
の煮込みハンバーグ・き
のこの玉子とじ・オレンジ
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朝

ご飯・味噌汁・焼塩鯖・大
根と人参と天かまの煮
物・中華風スクランブル
エッグ

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・玉子豆腐・水菜サラダ

ご飯・味噌汁・切干大根・
炒め納豆・うまみ昆布・漬
物

ご飯・味噌汁・蕗とがんも
の煮付け・コロッケ（レタ
ス添）・子持ち昆布・ワイ
ンたくあん・オレンジババ
ロア

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・焼ほっけ・キャベツの
ベーコン炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・焼鮭・大根
と人参と鶏ひき肉の煮
物・納豆・バナナヨーグル
ト

ご飯・味噌汁・南瓜煮・シ
メジ焼・おから・大根サラ
ダ

昼

生ちらし寿司・お吸い物・
里芋の煮物・帆立と海老
のフライ・キウイとバナナ
の牛乳ゼリー

親子丼・味噌汁・ゆで玉
子サラダ・バナナと蜜柑
入苺フルーチェ

ご飯・味噌汁・ラムキム
チ・じゃが芋と白滝と挽肉
の煮物・とろろの梅肉和
え・桃とみかん

カレーライス・玉子スー
プ・マカロニサラダ・南瓜
煮・フルーチェ

玉丼・味噌汁・胡瓜と若布
の酢の物・さつま芋煮

ご飯・中華スープ・餃子・
蕗とひじきの煮物・苺ヨー
グルト

回転すし・吸い物

夕
豚丼・味噌汁・春雨サラ
ダ・高野豆腐と挽肉の炒
め物

ご飯・味噌汁・和風豆腐
ハンバーグ・ひじきと蕗の
炒め煮・トマトとマカロニ
のサラダ

ご飯・味噌汁･真鱈の唐
揚げの野菜あんかけ・さ
つま芋サラダ・トマトの
チーズ焼

親子丼・味噌汁・若布とト
マトのサラダ・白菜の梅
肉和え・ワイン漬たくあん

ご飯・豚汁・目抜きの西京
漬け焼・いんげんの胡麻
和え・昆布巻き・オレンジ

ご飯・玉子スープ・鶏のか
ら揚げ・キャベツとトマト・
煮豆・ぶどうゼリー

牛丼・味噌汁・天かまと竹
の子の炒め物・もやしとニ
ラの炒め物
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朝
ご飯・味噌汁・かすべ煮・
ほうれん草のしらす和え・
南瓜煮・冷奴

炊き込みご飯・すり身汁・
だし巻き玉子・めかぶとか
いわれの和え物・漬物

ご飯・味噌汁･茄子焼・納
豆・めかぶ・白菜漬

生姜ご飯・味噌汁・ひと塩
鱒焼・稲庭うどんの明太
子和え・玉子とニラと生き
くらげの炒め物

鮭ご飯・味噌汁・肉じゃ
が・煮豆・胡瓜の浅漬け・
りんご

ご飯・味噌汁・大根と人参
とがんもの煮物・スクラン
ブルエッグ・胡瓜と長芋の
梅かつお和え

ご飯・味噌汁・焼鮭・煮
豆・漬物・天かま・ふきの
煮物

昼
ナポリタン・スープ・シー
ザーサラダ・蜜柑と桃

あんかけ焼きそば・おに
ぎり・中華スープ・えのき
ともずくの酢の物・紫蘇の
実・杏仁フルーツ

ご飯・味噌汁・酢豚・煮
豆・たくあん・ラーメンサラ
ダ・桃

ミートスパゲティ・コーン
スープ・キャベツとチキン
のサラダ・パインとみかん

ご飯・豚汁・焼鯖・マカロ
ニサラダ・たくあん

稲荷寿司・冷しそば・バナ
ナと桃のヨーグルト和え

ご飯・舞茸スープ・餃子・
マカロニサラダ・杏仁フ
ルーツ・青梗菜のシーチ
キン和え・ワイン漬たくあ
ん

夕
かに飯・味噌汁・鶏肉と野
菜の炒め煮・長芋と胡瓜
の和え物

漬け丼・味噌汁・炒り鶏・
春菊の胡麻和え・漬物

ご飯・味噌汁・海老マヨ・
南瓜団子のあんかけ・ブ
ロッコリー・たくあん・ババ
ロア

ご飯・味噌汁・チャー
シュ・胡瓜とかいわれ大
根のなめ茸和え・煮物

ご飯・味噌汁・まぐろと
サーモンの漬・ほうれん
草のなめ茸和え・もやしと
ニラと椎茸のカレー炒め

牛丼・味噌汁・麻婆豆腐・
アスパラの胡麻和え・たく
あん

ご飯・味噌汁・茄子の肉
巻きポテトサラダ・小松菜
と油揚げの煮びたし
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朝
ご飯・味噌汁・つぼ鯛塩だ
れ焼き・白菜の梅肉和え・
紅じゃこ・煮豆

ご飯・味噌汁・炒め納豆・
南瓜煮・カニクリームコ
ロッケ・やわらかチキンと
胡瓜のサラダ・削り節と昆
布の佃煮

鮭の混ぜ込みご飯・味噌
汁･鶏ササミのサラダ・天
かまと大根の煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・焼鮭・山蕗
と油揚げの煮物・胡瓜と
若布の酢の物

おじや・味噌汁・焼ほっ
け・ウインナー入りスクラ
ンブルエッグ・トマトチキン
サラダ・がんもと大根の煮
物

炊き込み山菜ご飯・味噌
汁・玉子焼き・ブロッコ
リーとトマト・かすべの煮
付け・バナナ・べったら漬

昼
カツカレー・コンソメスー
プ・ゆで玉子サラダ・黄桃
のヨーグルト和え

ご飯・わかめスープ・酢
鶏・麻婆茄子・八宝菜

塩焼きそば・若布の玉子
とじスープ・鶏肉とメンマ
の和え物・黄桃

天ぷらそば・たらこおにぎ
り・里芋と鶏肉の煮物・胡
瓜と長芋の梅肉和え・たく
あん

ご飯・すり身汁・海老フラ
イ（レタスとタルタルソー
ス添）・スパゲティナポリタ
ン・苺のヨーグルト和え

カレーライス・玉子スー
プ・水菜サラダ・パイナッ
プルフルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
おでん・水菜サラダ

あんかけ炒飯・味噌汁・う
どと若布の酢味噌和え・
玉子豆腐のねぎあんかけ

ご飯・味噌汁・目抜き西京
漬け焼・削り節昆布・南瓜
の煮物・いんげんの胡麻
和え

ご飯・味噌汁・鶏牛蒡・も
やしとニラの玉子炒め・レ
タスとツナとコーンのサラ
ダ

牛丼・味噌汁・マカロニサ
ラダ・ほうれん草の胡麻
和え

親子丼・味噌汁・白菜の
梅肉和え・若布とオホー
ツクの酢物・たくあん
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