
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1日 2日

朝
ご飯・味噌・牛乳・プレーンオムレツ
（キャベツ　人参　トマト）・中華ナム
ル（ナムル　ピーマン）・香の物

ご飯・味噌汁（玉葱　たまご）・伊東
の天ぷら（野菜入り天ぷら　大根お
ろし　くだもの）・ごぼうサラダ（ごぼう
サラダ　人参　胡瓜　玉葱・えびわ
さび

昼

とん汁きしめん（うどん　人参　大根
竹の子　赤味噌　ごぼう　豚肉　春
菊　長ネギ）・長芋タタキ（桜海老の
佃煮　長芋　オクラ　うまぽん）・黒
砂糖の蒸しパン

ご飯・スープカレー(とり肉　揚げ茄
子　玉葱　ブロッコリー）・小さいサラ
ダ・香の物

夕

ご飯・味噌汁（きしめん　油揚げ　長
ねぎ）・とり味噌ヨーグルト盛合わせ
（とりもも肉　みそ　ヨーグルト　生野
菜　トマト）・いんげん香味炒め（い
んげん　きのこ　人参）・梅酢なます

ご飯・味噌汁（きゃべつ　揚げ）・魚
のホイル焼き（鯖　みそ　ピーマン
生椎茸　えのきだけ　マヨネーズ
ケチャップ）・豆腐の卵とじ（豆腐
本シメジ　ニラ　人参　玉子）・香の
物

３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日

朝

・ご飯　・味噌汁（大根　地のり　大
根葉）・牛乳・はんぺんチーズサンド
（はんぺん　カットチーズ　焼き海苔
生野菜　くだもの）・切干大根の炒
め煮（ごぼう　天ぷらかまぼこ　味付
き椎茸　ひじき）・エビ好み・大根梅

ご飯・みそ汁（ネギ　油揚げ　ホタ
テ）・鯖の水煮山かけ（鯖の水煮
長芋　醤油　卵黄）・磯和え（小松
菜　胡瓜　オホーツク　のり佃煮）・
香の物

ご飯・みそ汁（玉葱　人参　生海
苔）・牛乳・キャベツのマフラー煮
（キャベツ　人参　ひじき　天ぷらか
まぼこ　青菜）・納豆しらす入（シラ
ス　長ネギ）・果物・香の物

ご飯・みそ汁・牛乳・焼き魚（大根お
ろし　くだもの）・高野豆腐の卵とじ
（カット高野豆腐　人参　味付き椎
茸　玉子　いんげん）・香の物・エビ
わさび

ご飯・みそ汁（みつぱ　焼き豆
腐　海藻）・牛乳・シーチキン
オムレツ（シーチキン　長ネギ
生野菜）・豚角煮和え物（豚角
煮　竹の子　小松菜）・香の物

ご飯・みそ汁（あげ　きのこ
みつぱ）・牛乳・煮物（京がん
も　大根　ごぼう　本シメジ
いんげん）・温泉卵・煮りんご
（バナナ）・にんにく沢庵ぶど
う漬

ご飯・みそ汁（本シメジ　ふの
り　長ネギ）・牛乳・焼き物
（炭火焼き鳥　生野菜　くだも
の）・三色きんぴら（金平　人
参　ピーマン）・沢庵

昼
山かけそば・恵方巻き（サーモン
大葉　玉子焼き　海苔　酢飯）笹の
葉・落花生

焼きたてパン・トマト煮スープ（湯む
きトマト　ビーンズ）・サラダ（大根
サーモン・コーヒー

休み

抹茶入り玄米茶・茶粥（番茶
塩）・小さい盛合わせ（京風焼
売　えびフライ　もやし　人参
きのこ　ミツパ）・煮物（里芋
人参　かまぼこ　焼き豆腐　ブ
ロッコリー　）・香の物

和風スープ（椎茸　糸かんてん
ネギ）・炊込みピラフ（玉葱
むきえび　ベーコン　ミックス
V　コンソメ　ケチャップ）・
サラダ（サーモン　玉葱　パプ
リカ　ブロッコリー）・ラッ

天ぷらそば（干しそば　玉葱
むきえび　ピーマン　人参）・
和え物（白菜　チリソース）・
デザート(白玉粉　よもぎ　小豆
缶）

卵スープ・たらこスパゲッ
ティー（貝割れ　たらこ　きざ
み海苔　牛乳　生クリーム）・
サラダ（オーシャンサラダ　玉
葱　かにかま　花かつお　トマ
ト）・コーヒー

夕

わかめご飯・味噌汁（わかめ　芋
長葱）・鳥唐揚カレー風味（とりもも
カレー粉　みりん　醤油　生野菜　ト
マト）・身欠き鰊と大根の煮物（身欠
き鰊　大根　小松菜）・香の物

ご飯・かき玉スープ（コンソメ　カット
ワカメ　でん粉少々　中華王　玉
子）・えび入り肉焼売盛合わせ（え
び入り大焼売　むきえび　薄焼き玉
子　白菜　トマト）・中華風サラダ（中
華くらげ　もやし　胡瓜　角ハム）・

ご飯・赤だしみそ汁（絹豆腐　なめ
こ　ミツパ）・お刺身盛合わせ（サー
モン　赤がれい　まぐろ）・ズイキの
炒め煮（ズイキ　生揚げ　人参　い
んげん）・赤大根の酢の物

ご飯・みそ汁（油揚げ　エリン
ギ）・ササミチーズフライ（土
ごぼう　人参　いんげん　とり
ササミ　生野菜　くだもの）・
奴豆腐（大根おろし　なめた
け）・香の物

ご飯・うどん汁（干うどん　油
揚げ　長ネギ）・鯖の味噌煮
（鯖　味噌　生姜　醤油　揚げ
なす）・豚しゃぶサラダ（レタ
ス　水菜　海藻サラダ　胡瓜
人参）・香の物・わらびオクラ

ご飯・みそ汁（大根　人参）・
ぎせい豆腐（豆腐　玉子　むき
えび　にら　生椎茸　土ごぼう
きくらげ　大根葉　大葉　人
参）・キャベツとベーコンの炒
め煮（キャベツ　ベーコン　本

ご飯・みそ汁（芋団子　揚げ
ネギ）・干し魚の焼き物（大根
甘酢　ウインナー）・里芋の含
め煮（里芋　人参　コンニャク
本シメジ）・大根の浅漬け

１０日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日

朝

ご飯・みそ汁（大根　人参　が
んも）・牛乳・さんまの蒲焼と
ソテー（小松菜　カーネルコー
ン　さんま缶）・とろろ芋（長
芋　花かつお）・えびわさび

ご飯・みそ汁（椎茸　はんぺん
みつぱ）・牛乳・ベーコンエッ
ク（ベーコン　卵　生野菜）・
とりごぼう（とりごぼう　いん
げん）・胡瓜浅漬け・たらこ

ご飯・みそ汁（油あげ　白菜
長ネギ）・牛乳・野菜のソテー
（豚小切れ　本シメジ　人参
ブロッコリー　玉葱）・絹豆腐
のくず煮（絹豆腐　卵スープ
ミツパ）・塩から

ご飯・みそ汁（生揚げ　大根
万能ネギ）・牛乳・焼き物（ハ
ムステーキ　生野菜　ウイン
ナー）・ひじきの炒め煮（ひじ
き　厚揚げ　ごぼう　白菜　い
んげん　人参）･香の物

ご飯・みそ汁（大根　すり身
長ネギ）・牛乳・煮物（かまぼ
こ　焼き豆腐　大根　人参　ブ
ロッコリー）・納豆オクラ入り
（オクラ　長ネギ）・煮豆・一
夜漬け

ご飯・みそ汁（南瓜団子　ワカ
メ　長ネギ）・牛乳・伊東の天
ぷら（伊東の天ぷら　大根おろ
し　くだもの　みかん）・わら
びの煮物（うど水煮　わらび
油揚げ　人参）・しそ昆布・
べったら漬け

ご飯・みそ汁（がんも　大根
長ネギ）・牛乳・野菜入りオム
レツ（玉葱　ベーコン　卵
ミックスV　生野菜　みか
ん）・里芋の煮物（里芋　小松
菜　むきえび）・香の物

昼

うな玉丼（うなぎ　玉葱　竹の
子　生椎茸　ミツパ）・みそ汁
（生海苔　花麩　長ネギ）・お
浸し（花カツオ　白菜）・香の
物・いちご

焼きたてパン・ミネストローネ
（トマト水煮　キャベツ　人参
芋　ベーコン　にんにく　ロー
リエ）・デザート・コーヒー

鮭雑炊（鮭　ごぼう　竹の子
生椎茸　ミツパ　卵　だし
汁）・小さい盛合わせ（とり肉
ゆで卵　ネギソース　レタス
くだもの）・かつお沢庵・甘酢
大根

カレーうどん（だし汁　カレー
ルー　めんみ　豚ばら肉　ミッ
クスV　芋　ゆで卵）・2色巻き
（なす漬　サーモン）・お浸し
（もやし　花カツオ）・甘酢生
姜

オニオンスープ・北湘南オムレ
ツ（とり肉　玉葱　ピーマン
ミックスV　オムレツソーズ
生クリーム）・サラダ（大根
レタス　カニカマ）・香の物

山菜なめこそば(干しそば　山菜
水煮　なめこ　板かま　味付き
きつね　長ネギ）・焼立てピッ
ザ（生地　玉葱　サラミ　チー
ズ　エビ）・Gフルーツのゼリー

焼立てパン（あんぱん　ちくわ
パン　くるみパン　ロイヤルパ
ン）・スープ（白菜　にら　春
雨）・サラダ（はんぺん　ブ
ロッコリー　レモン　キャベ
ツ）・コーヒー

夕

ご飯・三平汁（一塩鮭　大根　人参
本シメジ　カットワカメ　玉葱
）・ほたてのフライ盛合わせ（ホタ
テ　卵　生野菜　フライドポテ
ト）・豆腐のかき油炒め（豆腐　ほ
うれん草　竹の子　人参）・沢庵・
みぞれ数の子

清汁（万能ネギ　そうめん）・鯛め
し（人参　鯛のあら　味付き椎茸
みつぱ）・盛合わせ（クリームコ
ロッケ　生野菜　トマト）・スパサ
ラダ（スパゲッティー　玉葱　とり
ササミ　ピーマン　人参）・香の
物・紅生姜

ご飯・みそ汁（きのこ　キャベ
ツ　万能ネギ）・牛丼（牛上ば
ら肉　玉葱　白滝　竹の子）・
フルーツヨーグルト（バナナ
フルーツミックス・紅生姜・お
浸し（白菜　花カツオ）

ご飯・みそ汁（豆腐　ブナピー
ミツパ）・鯖の竜田揚げ（でん
ぷん　上新粉　大根おろし　く
だもの）・酢の物（じゅん菜
胡瓜　菊の花　かにかま）・香
の物

ご飯・みそ汁（椎茸　がんも　ミツ
パ）・豚ロース塩こうじ漬け（豚
ロース　塩こうじ　生野菜　ナチュ
ラルカットポテト）・ビーフンの炒
め煮（ビーフン　いか　玉葱　キャ
ベツ　牛ばら肉　人参）・えび塩
辛・香の物

ご飯・みそ汁（小松菜　すり
身）・焼き魚（大根おろし　オ
レンジ）・炒り豆腐（豆腐　ご
ぼう　本シメジ　青菜　人参
ひじき）・沢庵・昆布煮

ご飯・みそ汁（椎茸　はんぺ
ん）・とう板焼き（ボイルホタ
テ　甘えび　玉葱　人参　エリ
ンギ　さつま芋　茹で茄子）・
ナムル（小松菜　えのきだけ
胡瓜　人参）・ちそみそ

１７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日

朝

お粥・みそ汁（白菜　とりごぼう　み
そ汁の具）・牛乳・焼き魚（一塩鯖
大根おろし　佃煮）・ブロッコリーと
焼きちくわの炒め煮（ブロッコリー
玉葱　焼きちく）・香の物

ご飯・みそ汁（キャベツ　ちくわ　ワ
カメ）・牛乳・ハンペン田楽みそ（は
んぺん　田楽味噌　アスパラ　ミック
スV　ウインナー）・とりごぼう（とりご
ぼう　白滝　いんげん）・香の物

ご飯・みそ汁（玉葱　卵）・牛乳・山
菜の炒め煮（山菜水煮　黒コンニャ
ク　人参　天ぷら）・納豆（しらす　長
ネギ）・香の物・くだもの

ご飯・みそ汁（白菜　がんも）・牛乳・
焼き魚（大根おろし　オレンジ）・春
雨とピーマンの炒め物（春雨　豚ひ
き肉　ピーマン　人参）・ちそみそ

ご飯・みそ汁（寒のり　みつぱ
白菜）・牛乳・ひじき入りオム
レツ（ひじき炒め煮　卵）生野
菜　アスパラ缶・長芋のごま和
え（長芋　すりごま）・イカ松
前 香の物

ご飯・みそ汁（生椎茸　玉葱
とろろ昆布）・牛乳・煮物（里
芋　いんげん　人参　本シメ
ジ）・生卵・香の物・ヨーグル
ト和え（バナナ）

ご飯・みそ汁（はんぺん　ふの
り　ネギ）・牛乳・焼き物（さ
わら　大根おろし　トマト）・
小さい高野豆腐（小松菜　カッ
ト高野豆腐　人参　卵）・香の
物 煮豆

昼

野菜たっぷり塩ラーメン（スープ　塩
味　豚ガラ　ラーメン　もやし　白菜
人参　玉葱　長ネギ）・赤飯（もち米
甘納豆）・紅生姜

サンドウイッチ（茹卵　胡瓜　ベーコ
ン　玉葱）・かきのチャウダー（カキ
貝　人参　芋　玉葱　ベーコン　パ
セリー）・ヨーグルト和え（バナナ
ヨーグルト　キュウイ　いちご）・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　みつぱ）・一口
おにぎり（山菜おこわ）・マンゴプリン
マンゴーソスかけ・胡瓜浅漬け

トマトとセロリーのスープ（ト
マト　セロリー　レタス）・焼
き豚チャーハン（焼き豚　玉葱
人参　卵　ピーマン　にんに
く）・サラダ（南瓜　チーズ
胡瓜　玉葱）・ピクルス

釜揚げうどん（さぬきうどん
湯豆腐のたれ　長ネギ）・小さ
い盛合わせ（ホタテ　レタス
トマト　茹卵　ホッケの唐揚
げ）・杏仁ムース（ムース　ク
コの実　牛乳）

ジンジャースープ（人参　大根
生姜）・カルボナーラスパゲ
ティー（スパゲッティー　ベー
コン　あさり）・サラダ（白菜
かまぼこ）・コーヒー

夕

ご飯・みそ汁（大根　人参　油揚
げ）・豚ロースチーズロールフライ
（豚ロース　チーズ　セロリー　パン
粉　生野菜）・なめたけ和え（キャベ
ツ　胡瓜　なめたけ　板かま）・香の
物

五穀米入りご飯・みそ汁（揚げちく
わ　地のり　大根葉）・焼き魚（たら
味噌漬け　大根おろし　苺）・肉じゃ
が（豚カタロース　芋　玉葱　白滝）・
香の物

ビーフカレー（牛肉　玉葱　芋　人参
ミックスV）・盛合わせサラダ（レタス
胡瓜　アスパラ　茹卵）・福神漬け・
らっきょ・梅せりー

ご飯・豚汁（豚カタロース　玉葱　芋
ごぼう　生姜　長ネギ　油揚げ　人
参）・盛合わせ（クリームコロッケ　生
野菜　りんご）・ピーナツ和え（ほうれ
ん草　焼きちくわ　ピーナツ）・なす
び田楽・にんにく漬け

ご飯・みそ汁（すり身　大根
大根葉）・マリネ風（チカ
ピーマン　玉葱　人参　レタス
セロリー　レモン）・トビッコ
和え（小松菜　オホーツク　胡
瓜　トビッコ）・ごぼうと鶏肉
の甘辛煮

ご飯・みそ汁（芋　みそ汁の具
大根葉）・おでんカレー風味
（豚ばら　茹卵　大根　コン
ニャク　人参　カレールー）・
ごぼうサラダ（ごぼう　胡瓜
玉葱　人参　レタス）・大根皮
の卵とじ・香の物

ご飯・みそ汁（白菜　油揚
げ）・魚の漬け焼き（甘酢大根
菊のり）・じゃが芋のそぼろ煮
（豚ひき肉　芋　いんげん　人
参）・胡瓜の漬け物

２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日

朝

ご飯・みそ汁(豆腐　ワカメ　長
ネギ）・牛乳・かに玉あんかけ
（卵　かにむき身　かに玉の素
生野菜　オレンジ）・ふきの炒
め煮（ふき水煮　こんにゃく
油揚げ）・香の物・塩辛

ご飯・みそ汁（豆腐　味噌入る
の具　長ネギ）・牛乳・炊き合
わせ（ごぼう　人参　竹も子
とり肉　ほうれん草　椎茸）・
だし巻き卵とお浸し（卵　白菜
ロール　きざみ海苔　トマ

ご飯・みそ汁（ブナピー　豆腐
万能ネギ）・牛乳・焼き物（角
ハム　温野菜　アスパラ　ブ
ロッコリー　人参）・とりレ
バー炒め煮（とりレバー　玉葱
にら　生姜　白滝　人参）・塩

ご飯・みそ汁（芋もち　長ネギ
油揚げ）・スペイン風オムレツ
（フライドポテト　玉葱　卵
ベーコン）・煮浸し（白菜　椎
茸　花かつお）・香の物・昆布
巻き

ご飯・みそ汁（もやし　油揚
げ）・牛乳・湯豆腐セット（豆
腐　白菜　昆布　長ネギ　生椎
茸　生姜）・とりごぼう（人参
いんげん）・沢庵

昼

みそ汁（里芋　人参　油揚げ
長ネギ）・秋刀魚丼（さんま
でんぷん粉　小麦粉　白滝　ほ
うれん草）・ブロッコリー梅肉
和え（ブロッコリー　胡瓜　ね
り梅　だし汁　みりん）・白菜

焼きたてパン（南瓜パン　天か
まロール　ツイストカスタード
あんぱん）・ベジタブルスープ
（野菜）・レタスしめじの温野
菜・コーヒ・煮りんご

みそ汁（玉葱　地にり　塩だ
し）・おにぎりセット（煮豆
ウインナー　生野菜　とりから
揚げ）・デザート（白玉だんご
小倉缶）・みそ漬け

すいとん汁（小麦粉　上新粉
牛乳　ごぼう　人参　竹の子
椎茸　大根　油揚げ　長ネ
ギ）・ゆかりご飯盛合わせ（ゆ
かり　レタス　トマト　板かま
ハムのピカタ焼）・梅漬け・煮

スープ（春雨　卵　ワカメ）・
ハヤシライス（牛ばら肉　玉葱
ハヤシルー）・サラダ（キャベ
ツ　えび　ごぼうサラダ　ブ
ロッコリー）・福神漬け　らっ
きょ

夕

ご飯・番茶・うどんすき鍋（う
どん　豚カタロース　生椎茸
焼豆腐　玉葱　にら　長ネギ
板かま）・酢の物（〆さば　大
根酢　胡瓜　ｊｙん菜　レモ
ン）・白菜漬・寄せ煮（人参
ちくわ　ごぼう　ブロッコ
リ ）

ご飯・みそ汁（ふのり　しめじ
ネギ）・焼き魚（鮭　大根おろ
し）・マーボー茄子（揚げなす
豚ひき肉　にんにく　長ネギ
豆板醤　ごま油）・なすび　沢
庵・あんずしそ巻き

ご飯・みそ汁（大根　豆腐　人
参）・煮込みハンバーグ（合い
びき肉　玉葱　フライドポテト
人参のフラッセ）・春雨サラダ
（春雨　ロースハム　もや
し）・べったら漬け

わかめご飯・みそ汁（わらび
すり身　長ネギ）・煮魚（生姜
昆布　こんにゃく）・マカロニ
サラダ（マカロニ　玉葱　茹卵
胡瓜　レタス　ソーセージ）・
香の物・わらびの炒め煮

ご飯・みそ汁（椎茸　百合根
大根葉）・天ぷら盛合わせ（尾
付きえび　なす　本しめじ　さ
つま芋　大根おろし　天つ
ゆ）・白和え（豆腐　すりごま
人参　黒コン　いんげん）・沢
庵　大根甘酢
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