
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

朝 元旦おせち料理
・ご飯・吸い物・なま
す・目玉焼き・ウイン
ナー・かまぼこ

・ご飯・のっぺ汁・栗
きんとん・黒豆・数の
子・竹の子の土佐
煮・アスパラ炒め

・ご飯・みそ汁・塩サ
バ・わかめの佃煮・き
んとん・ヨーグルトバ
ナナ

・ご飯・コーンスープ・
目玉焼き・白菜のク
リーム煮

昼
・ご飯・わかめスー
プ・茶わん蒸し・うま
煮・刺身

さぬきうどん<温＞高
野豆腐とふきの含め
煮・昆布巻き・口取り
＜和生＞

・ご飯・すり身汁・大
根と豚バラの照り煮・
トラウトサーモン焼
き・ポテトサラダ

・ご飯・みそ汁・マー
ボー豆腐・黒豆・具た
くさんのお浸し・フ
ルーツ缶

・誕生日メニュー・お
寿司・吸い物・から揚
げ・エビフライ

夕
・ご飯・エビ汁・酢の
物・伊達巻き・うま煮・
昆布巻き・

・ご飯・クリームシ
チュー・スモークサー
モンとベジタブル・ツ
ナサラダ

・ご飯・みそ汁・南瓜
コロッケ・角煮・おで
ん・ほうれん草のと
びっ子和え

・カレーライス・卵
スープ・生野菜サラ
ダ・キュウリ酢物・ナ
ス味噌炒め

・ご飯・みそ汁・鶏肉
と玉葱の卵とじ・ほっ
け味醂漬け・水菜と
秋刀魚缶の和え物

6 7 8 9 10 11 12

朝
・ご飯・みそ汁・おく
ら・焼き魚・漬物・いち
ご

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・アスパラベーコ
ン炒め・しそわかめ・
桃

・おかゆ<七草＞・
ホッケ焼き・フキの煮
物・サラダ

・ロールパン・ポトフ・
スクランブルエッグ・
コロッケ・フルーチェ

・ご飯・みそ汁・ぎょう
ざ・なめたけおろし・
ホワイトアスパラ

・ご飯・みそ汁・サン
マ煮付・ベーコンとに
ら炒め・フルーツ缶

・ご飯・みそ汁・きん
ぴらゴボウ・ふろふき
大根・サーモンのマリ
ネ

昼

・ご飯・みそ汁・鶏肉
の信田巻き・棒棒鶏・
ほうれん草とキノコの
白和え・マンゴーフ
ルーツ

・ご飯・みそ汁・豚す
きやき風煮・さば味噌
煮・グリーンサラダ

・海鮮ちらし寿司・み
そ汁・ほうれん草お
浸し・ツナサラダ・い
ちご

・シーフードカレー・み
そ汁・コールスローサ
ラダ・みかん

・かやくご飯・みそ汁・
さつま芋コロッケ・
きゃべつ添え・切干
大根の煮物・きゅうり
とカニカマの酢の物

・十六穀米ご飯・お汁
粉・マカロニサラダ・
温やさい

・うどん<温＞・ちくわ
とふきの煮物・とびっ
こ和え

夕

・ご飯・みそ汁・里芋
の揚げ煮・豚の味噌
漬け炒め・ホイル野
菜

・ご飯・みそ汁・肉だ
んごの酢豚風・ふきと
天カマ煮・やわらか
大学芋

・ご飯・みそ汁・揚げ
だし豆腐・ラーメンサ
ラダ・大根の酢の物

・ご飯・みそ汁・塩さ
ば・おろし添え・肉
じゃが・もやしサラダ

・親子丼・みそ汁・
きゅうり和え・天カマ
の煮物

・ご飯・クリームシ
チュー・焼き豚・エビ
フライ・白菜お浸し

・ご飯・みそ汁・鯖み
りん漬け・ふきの煮
物・さつま芋の甘酢

13 14 15 16 17 18 19

朝

・ご飯・みそ汁・糠さ
んま・ひじきの炒め
煮・にらのチャンプ
ラー

・ご飯・みそ汁・切干
大根の煮物・目玉焼
き・ナメタケ和え

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・ウイン
ナー・天カマ炒め・パ
イン缶

・ご飯・みそ汁・塩
ほっけ・マカロニサラ
ダ・しそ巻き・漬物

・ご飯・みそ汁・鯖の
西京焼き・ほうれん
草とちくわの煮物・ハ
ムエッグ

・ご飯・みそ汁・豚の
塩コンブ炒め・竹の
子とあさりの煮物・納
豆

・ご飯・みそ汁・チー
ズ入り卵焼き・かれ
いの煮付・モヤシ炒
め

昼

・ご飯・みそ汁・マー
ボー茄子・きゃべつ
サラダ・漬物・フルー
ツ

・ご飯・豚汁・鮭焼き・
長芋の酢の物・エビ
マヨ炒め

・ご飯・すり身汁・豆
腐のあんかけ・筑前
煮・春雨サラダ

・ご飯・みそ汁・大根
の煮物・水菜サラダ・
フルーツ缶

・ご飯・みそ汁・鶏の
から揚げ・ほうれん草
の和え物・芋のあん
かけ

・ご飯・みそ汁・マー
ボー豆腐・ポテトサラ
ダ・フルーツ缶

・ご飯・みそ汁・おで
ん・もずく酢・梨ゼ
リー・鮭はらす焼き・
いちご

夕
・ご飯・みそ汁・クリー
ムコロッケ・長芋の三
杯酢・煮豆

カレーライス・かぼ
ちゃ煮・スープ餃子・
梨

・ミニおにぎり・山か
けおくら蕎麦・プルコ
ギ風焼き肉・かにに
ら玉

・みそ汁ラーメン・ご
飯・たこのやわらか
煮・粉ふきいもの塩
辛のせ・もやし炒め

・ご飯・スープ・ラーメ
ンサラダ・切干大根
の煮物

・ご飯・みそ汁・きのこ
入りハンバーグ・金
平ごぼう・ナスの唐味
噌炒め・いちご

・ほたてご飯・みそ
汁・長芋ときゅうりの
酢の物・肉じゃが・す
けそ筋子の甘煮

20 21 22 23 24 25 26

朝

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・ウインナーの
ピーマン炒め・海鮮
酢の物

ご飯・みそ汁・鯖西京
味噌焼き・ふきと天カ
マの煮物・松前漬け

・ご飯・みそ汁・焼き
魚・トマト・お浸し・
チーズ・漬物

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・ウイン
ナーと玉ねぎの炒
め・

・ご飯・みそ汁・鮭焼
き・野菜炒め・煮豆・
イチゴ

・ご飯・たちの味噌
汁・はたはた焼き魚・
ちんげん菜のあんか
け中華風

・ご飯・味噌汁・目玉
焼き・ミートボール・ウ
インナー・ゴボウサラ
ダ・目カブ・酢の物

昼

・ご飯・ワカメスープ・
きのこクリームソー
ス・白菜の重ね蒸し・
枝豆・漬物

・ご飯・みそ汁・えびフ
ライ・煮豆・フルーツ
缶

・ご飯・みそ汁・筑前
煮風煮物・ラーメンサ
ラダ・リンゴ・長芋の
酢物

・ご飯・海鮮クリーム
シチュー・きのこの白
和え・バナナヨーグル
ト

・ご飯・みそ汁・南瓜
コロッケ・にらとモヤ
シのナムル

・はらこ飯・みそ汁・
大根の煮物・竹の子
と豚肉のピリ辛炒め・
フルーツ

十八穀米ご飯・味噌
汁・ミートコロッケ生
野菜添え・たらの南
蛮漬け風煮・アスパ
ラサーモンサラダ・イ

夕
・ご飯・みそ汁・煮魚・
具たくさん豆のサラ
ダ・えびちり

・ご飯・みそ汁・手羽
先照り焼き・南瓜煮・
ホタテサラダ・鶏肉の
テリーヌ

ご飯・みそ汁・鶏肉の
ピカタ・具たくさんの
煮物・マカロニサラ
ダ・

・鉄火丼・みそ汁・長
芋と昆布の和え物・
揚げだし汁茄子

・ちらし寿司・そーめ
んの吸い物・金平ゴ
ボウ・セロリの漬物・
ほっけ焼き

・ご飯・けんちん汁・
八宝菜風炒め・春雨
サラダ・フルーツ

・カレーライス・水菜
サラダ・マンゴー

27 28 29 30 31

朝
・ワカメご飯・みそ汁・
赤魚煮魚・煮豆・漬
物・南瓜煮

・ご飯・みそ汁・ラーメ
ンサラダ・えのき和
え・煮豆・バナナヨー
グルト・

・ご飯・みそ汁・ウイン
ナーソテー・ほうれん
草と卵炒め・煮豆

・ご飯・みそ汁・ボロ
ニアソーセージ・里芋
の煮物・漬物・ミート
ボール

・ご飯・みそ汁・塩ま
す焼き・厚焼き卵・
きゅうり酢の物・しそ
昆布・いちご

昼

・・ご飯・みそ汁・揚げ
だし豆腐・きゅうりの
酢の物・ホーレンソウ
の胡麻和え

・ご飯・みそ汁・まめ
たカレーの煮付・切
干大根煮・さつま芋
サラダとアスパラ
サーモンサラダ

・ご飯・すまし汁・天
ぷら盛り合わせ・ごま
豆腐和え・フルーツ
缶

・ご飯・みそ汁・鶏か
ら揚げ・ウド酢味噌和
え・生野菜サラダ・南
瓜の漬物

・かきあげ・天そば・
里芋煮・えびシュウマ
イのあんかけ・りんご

夕

・・ご飯・みそ汁・野菜
と肉の炒め・天カマの
煮物・きゅうりとツナ
のポン酢和え・ロー
ルケーキ

・ご飯・デミグラスソー
スハンバーグ・ほうれ
ん草ソテー・さつま汁

・ご飯・みそ汁・たら
焼き・金平ゴボウ・ね
ばねばサラダ

・ご飯・みそ汁・鯖味
噌煮・マカロニサラ
ダ・水ぎょうざ・アスパ
ラとベーコン炒め

・豆ご飯・みそ汁・酢
豚風肉だんご・エビマ
ヨ・マーボー豆腐
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