
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝
ご飯・味噌汁・ミニハン
バーグ・ニラの玉子とじ・
焼鯖・昆布巻・南瓜煮

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
豆腐と天かまとベーコン
のあっさり煮・納豆・たくあ
ん・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・スク
ランブルエッグ・里芋の煮
物・ささみの香草焼・煮
豆・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
紫蘇ワカメ・煮豆・人参と
ソーセージときのこのバ
ター炒め・南瓜豆腐・牛乳

ご飯・味噌汁・焼秋刀魚・
南瓜・煮豆・目玉焼き・タ
ラコ・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・ミートオム
レツ・ウインナー・かつお
昆布・ポテトサラダ・秋刀
魚の蒲焼・牛乳

昼

赤飯・そうめん汁・一口生
ちらし寿司・刺身・玉子
焼・うま煮・ほうれん草と
なめ茸の和え物

天丼・味噌汁・煮豆・かす
べの煮付け

親子丼・味噌汁・南瓜煮・
ラーメンサラダ

カレーライス・オホーツク・
玉子スープ・マカロニサラ
ダ・漬物・煮豆・フルーツ

うどん汁・おにぎり・南瓜
あんかけ・たくあん・煮豆

稲荷寿司・味噌汁・焼そ
ば・南瓜煮・ワカメと胡瓜
の酢の物・煮豆

夕
ご飯・味噌汁・豚生姜野
菜炒め・里芋と揚げの煮
物・秋刀魚の塩焼・煮豆

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・レンコンのきんぴ
ら・白菜のお浸し・煮豆・
漬物

ご飯・味噌汁・煮しめ・大
根おろし・焼鮭・ニラの玉
子とじ・煮豆・人参サラダ

ご飯・味噌汁・ほっけ味醂
焼・南瓜あんかけ・煮豆・
茶碗蒸し・大根サラダ

ご飯・豚汁・糠秋刀魚・煮
豆・大根おろし・肉団子の
甘酢あんかけ

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・麻婆茄子・たくあ
ん・南瓜と煮豆・レタスと
ツナのサラダ
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朝

ご飯・味噌汁・ウイン
ナー・ひじき煮・チーズス
クランブルエッグ・漬物・
煮豆・佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ミートボール・焼ほっけ・
昆布佃煮・ウインナーの
ケチャプ炒め

ご飯・味噌汁・海老入オ
ムレツ・焼ほっけ・焼はん
ぺん・ツナと水菜の和え
物・牛乳

ご飯・味噌汁・チーズ入ス
クランブルエッグ・焼ほっ
け・煮豆・カニカマ・厚揚
げの味噌煮・ほうれん草
のツナ和え・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・煮
豆・ナスのピリ辛炒め・だ
し巻き玉子・牛乳

ご飯・味噌汁・天かまの
生姜煮・野菜の玉子炒
め・豚肉ピカタ・煮豆・梅
干・南瓜の煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・煮豆・白菜
のお浸し・玉子焼き・ミー
トボール・しらす大根おろ
し

昼

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ひじき入ポテトコロッ
ケ・焼鯖・南瓜甘煮・苺・
みかん

塩ラーメン・梅おにぎり・
煮しめ

ご飯・味噌汁・さつま芋と
舞茸と野菜の天ぷら・梅
干・ハム・胡瓜・煮豆・苺

炒飯・うどん・麻婆豆腐・
みかん

おにぎり・鱈鍋・胡瓜の生
ハム巻き・めかぶの酢和
え

稲荷寿司・焼そば・冷奴・
煮豆・ミックスフルーツ

天丼(茄子・ピーマン・竹
輪・舞茸）・味噌汁・南瓜
のあんかけ・パイナップル

夕
ご飯･味噌汁･鮭のホイル
焼・肉じゃが・黒豆・冷奴

ご飯・中華スープ・海老フ
ライ・すり身の天ぷら・大
根の煮物・子和え・大根
サラダ

ご飯・味噌汁・ひじきの巾
着煮・竹輪のカレー天ぷ
ら・煮豆

カレーライス・玉子スー
プ・ラーメンサラダ・お汁
粉

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
南瓜の甘煮・玉子焼き・カ
ニカマ・胡瓜の漬物・とろ
ろ芋・フルーツポンチ

ご飯・中華スープ・餃子・
さつま芋煮・胡瓜・カニカ
マ

ご飯・味噌汁・酢豚・帆立
ときのこのバター炒め・肉
じゃが
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朝

ご飯・味噌汁・だし巻き玉
子・南瓜煮・ポテトサラダ
のハム巻き・焼鯖・鰊の
切り込み

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
豚肉とキャベツのカレー
炒め・オムレツ・里芋の煮
物・牛乳

ご飯・味噌汁･豚と大根と
天かまの煮物・南瓜煮・
納豆・桃缶・杏仁・牛乳

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
蒲焼･天かまとさつま芋の
煮物・茄子の味噌炒め・
ピーマンとハムの炒め
物・牛乳

ご飯・味噌汁・鯖みりん
焼・だし巻き玉子・ニラと
アスパラの玉子とじ・わさ
び菜の煮浸し・オレンジ・
牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼・豚
野菜炒め・ウインナー・鯖
の西京漬け・煮豆

ご飯・味噌汁・ほっけみり
ん焼・切干大根・コロッ
ケ・煮豆・ベーコンとピー
マンと茄子の炒め物・牛
乳

昼
ご飯・そば汁・ハンバー
グ・餃子・煮しめ・水菜の
ピーナッツ和え

塩ラーメン・梅おにぎり・
かぶと天かまと鶏肉の煮
物・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・さつま芋コ
ロッケ・焼秋刀魚・カニカ
マ・揚げだし豆腐・水菜の
サラダ

煮込みうどん・稲荷寿司・
南瓜煮・フルーツ

ご飯・味噌汁・味噌おで
ん・茄子とピーマンの炒
め物・椎茸とアスパラの
バター炒め・煮豆・焼鮭・
苺

キーマカレー・玉子スー
プ・マカロニサラダ・みか
んと桃

釜揚げうどん・混ぜご飯・
茄子の煮浸し・煮豆・オレ
ンジ

夕
ご飯・味噌汁・鮭フライ・
大根の煮物・水菜の白和
え・もずく酢

ご飯・味噌汁・焼塩鯖・肉
じゃが・豆腐とベーコンの
コンソメ煮・たくあん・煮豆

牛丼・味噌汁・南瓜煮・ポ
テトサラダ・オクラ松前漬

生ちらし（まぐろ・.サーモ
ン・玉子）・豚汁・おしるこ・
フルーツ

ご飯・きのこスープ・かす
べの煮付け・エビチリマ
ヨ・冷奴・ほうれん草のお
浸し

ご飯・味噌汁・つぼ鯛・
ロールキャベツ・水菜の
白和え・もずく酢

親子丼・味噌汁・キャベツ
の炒め物・きのことベーコ
ンの炒め物

21 22 23 24 25 26 27

朝

ご飯・味噌汁・ウイン
ナー・玉子焼き・秋刀魚の
蒲焼・さつま芋の煮物・ほ
うれん草のなめ茸和え・
牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ブロッコリー・目玉焼き・
ベーコン・福神漬け・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鯖・オム
レツ・ハム巻きサラダ・南
瓜煮・煮豆

ご飯・味噌汁・豚大根煮・
里芋の天かま煮・納豆・
たくあん・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・ウ
インナー・煮豆・だし巻き
玉子・南瓜甘煮・ソーセー
ジ炒め・フルーツポンチ・
牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
チャーシュー・鶏肉のハ
ム巻き・里芋の煮物・煮り
んごのヨーグルト和え・牛
乳

ご飯・味噌汁・焼鯖・チン
ジャオロース・ミートボー
ル・昆布佃煮

昼
鶏天丼・南瓜煮・春巻き・
松前漬

カレーライス・玉子スー
プ・胡瓜の酢の物・漬物・
お汁粉

生ちらし寿司（鮪・サーモ
ン・トビッコ・玉子）・ササ
ギ豆と芋の煮物・くらげと
胡瓜の和え物・ソーメン
汁・煮豆・バナナ

カレーうどん・おにぎり・
ジャーマンポテト・ほうれ
ん草の煮浸し・フルーチェ

稲荷寿司・塩ラーメン・ゆ
で玉子・大根と人参のサ
ラダ・フルーツ和え

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・帆立の玉子とじ・ト
マト・春菊の胡麻和え・ポ
テトサラダ

ご飯・味噌汁・玉子焼・か
すべの煮付け・人参サラ
ダ・長芋とほうれん草のな
め茸和え・蕗と天かまの
煮物

夕

ご飯・味噌汁・トンカツ・ト
マト・煮豆・なめ茸入りと
ろろ芋・かぶと天かまと竹
輪と白滝の煮物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ポテトサラダ・蕗の天
ぷら炒め・玉子豆腐・煮
豆

ご飯・なめこ汁・肉じゃが・
肉団子の野菜スープ・煮・
糠秋刀魚焼・昆布巻き

ご飯・すいとん汁・煮豆・
中華煮・ほうれん草の煮
浸し

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・なま酢・玉子豆腐・煮
豆

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
切り昆布・焼つぼ鯛・黒豆

ご飯・味噌汁・餃子・煮
豆・きのこの炒め物・はん
ぺんのスパイス揚げ

28 29 30

朝

ご飯・味噌汁・ﾁｰｽﾞ入ｽｸﾗ
ﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・紫芋の甘煮・
昆布の佃煮・秋刀魚の蒲
焼・ハムとピーマンの炒
め物・牛乳

ご飯・味噌汁・大根の天
かま煮・肉豆腐・納豆・桃
缶・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・焼
鮭・茄子の油炒め・煮豆・
昆布の佃煮・牛乳

昼
天ぷらうどん・ミニおにぎ
り・茄子炒め・カニカマ・玉
子豆腐・煮豆

牛丼・味噌汁・かに玉・南
瓜煮・白菜のお浸し・煮
豆・桜グラッセ

塩ラーメン・稲荷寿司・南
瓜煮

夕
ご飯・味噌汁・芋そぼろあ
ん煮・ポトフ・昆布煮物・
たくあん

ご飯・味噌汁・和風ハン
バーグ・煮豆・玉子豆腐・
ニラの玉子とじ

カレーライス・煮豆・南瓜
煮・桜グラッセ・みかん
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