
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ焼魚・煮豆・豚肉、ピー
マン炒め・目玉焼き・ソー
セージ炒め

昼

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・挽
肉と野菜の卵とじ・白菜と
ほうれん草の梅のり和
え・大学芋風

夕
ご飯・味噌汁・スコッチ
エッグ・カスベの煮魚・か
ぼちゃ煮
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙエッグ・鶏肉の
竜田焼・ちくわの煮物・煮
豆・カニカマ

混ぜご飯・味噌汁・牛乳・
生姜焼・かぼちゃ煮・卵味
噌･煮豆

混ぜご飯・味噌汁・目玉
焼きほうれん草とキノコバ
ター炒め・鮭焼魚・紫蘇昆
布

ご飯・味噌汁･牛乳･玉子
焼き･煮豆･ほうれん草の
お浸し・梅干･鮭焼・野菜
のハンバーグ

ご飯･味噌汁･牛乳･ミート
オムレツ・煮豆・鮭焼魚・
小松菜とツナの玉子炒
め・たくあん・梅干

ご飯・味噌汁・牛乳・ソー
セージの玉子とじ・芋の
煮物・紫蘇わかめ・豚肉
の生姜焼き・煮豆・とろろ

ご飯・味噌汁･ミートオム
レツかぼちゃ煮・銀かれ
いのミリン漬け・煮豆・
ウィンナー

昼
天ぷらそば・栗ご飯・キウ
イ煮豆

生ちらし・御吸い物･人参
入り玉子焼き・きゅうりと
みかんの酢の物

お弁当(混ぜご飯、ポテト
サラダ、ウィンナー、きゅ
うり・トビッコ和え、漬物、
煮豆)・うどん

そば・おにぎり・かぼちゃ
の煮物・煮豆･漬物･フ
ルーチェ

ご飯･ラーメン･肉野菜炒
め･ハムと水菜のサラダ

ご飯･うどん・チキン南蛮・
芋もち・水菜のサラダ

チキンカレーライス・ス
コッチエッグ・煮豆・カニカ
マ・きゅうり

夕
ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
チャーシュー・揚げだし豆
腐白菜のお浸し

おむすび・醤油ラーメン･
かぼちゃ煮･豚肉と白菜
の酒蒸し･漬物･煮豆

ご飯･味噌汁・つぼ鯛焼
魚･煮豆･カニカマ･野菜
の天ぷら

ご飯・味噌汁･茶碗蒸し・
煮豆･照焼きチキン・ニラ
のお浸し

ご飯・味噌汁・つぼ鯛焼・
揚げワンタン・子和え

ご飯・味噌汁・カスベの煮
付け・肉じゃが・エビ刺
身・ほうれん草のお浸し・
煮豆

混ぜご飯・御吸い物・茶
碗蒸し・煮豆・大根おろし
としらす和え・さつま芋あ
んかけ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳･紅鮭
焼魚・煮豆・玉子焼き・コ
ロッケ茄子とピーマン味
噌炒め

ご飯･味噌汁･牛乳･豚肉
とキャベツのカレー炒め・
じゃが芋と天カマの煮物･
トマト･ソーセージ入り玉
子焼き

ご飯･味噌汁･牛乳･キャ
ベツと天カメ煮物･豚肉の
ピーマン巻き･紅芋の煮
物・人参・玉子焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭
焼・コロッケ・ピーマンと
ベーコン炒め・バナナ・
ミートボール

ご飯・味噌汁・牛乳・ハム
とピーマンの炒め物・つく
ね、さんまの蒲焼・煮豆・
紫蘇ワカメ・とろろ芋

ご飯･味噌汁・目玉焼き・
ベーコン焼・フキと天ぷら
煮鯖焼魚

ご飯・味噌汁・牛乳･鮭焼
魚煮豆・茄子、ピーマン、
天カマの煮物・梅干・水菜
のサラダ・青菜の胡麻和
え

昼
うどん汁・稲荷ずし・かぼ
ちゃ煮･ほうれん草のお浸
し･イチゴ

おにぎり・焼そば・メンチ
カツ煮豆･蒸しキャベツ・り
んご

うどん･稲荷ずし・白菜と
豚肉のはさみ蒸し・漬物

ご飯・すき焼き煮・オレン
ジ

鮭炒飯・うどん・エビフラ
イ・ポテトサラダ・ほうれん
草の白和え

かき揚げ温玉丼・すいと
ん汁・煮豆・バナナ・トマト
甘漬

カレーライス・うどの酢の
物・煮豆・フルーツポンチ

夕
ご飯･とろろ昆布の御吸い
物すき焼き･イカと大根の
煮物

ご飯･味噌汁･肉じゃが･
親子煮･鮭焼魚･煮豆･ト
マト･紫蘇昆布・りんご

ご飯・味噌汁・つぼ鯛焼
魚・味噌オデン・冷しゃぶ
ほうれん草添え・玉子味
噌

カレーライス・大根と鶏肉
の冶部煮・きゅうりとワカ
メの和え物

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・ニシン焼魚・ホワイト
アスパラ･子和え・しらす
大根

混ぜご飯・味噌汁・煮豆・
ほうれん草ともやしのお
浸し

ご飯・味噌汁・カスベ煮・
オムレツ・肉野菜炒め
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳･サバ
焼芋煮・おから・昆布煮

ご飯･味噌汁･牛乳･紅鮭
焼魚･天カマ・煮豆・タラ
コ・玉子焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・カ
レーコロッケ・納豆・トマ
ト・バナナ・胡瓜の浅漬
け・サンマ焼魚

ご飯･味噌汁・ミートオム
レツタラ焼魚・納豆・煮
豆・かぼちゃ煮

ご飯・味噌汁・牛乳・ウィ
ンナー･玉子焼き・赤魚の
粕漬け焼・ほうれん草の
なめ茸和え・煮豆

ご飯・味噌汁･牛乳･焼
ほっけ･ミートボール･目
玉焼き・胡瓜とちくわの和
え物

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ焼魚・かぼちゃ煮・天カ
マ、キャベツ炒め・ｽｸﾗﾝﾌﾞ
ﾙエッグ

昼
ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ子和え・煮豆・ラー
メンサラダ

お弁当・そば汁・ちらし寿
司・おから和え･煮豆･ア
スパラ巻き・みかん・バナ
ナ

塩ラーメン・おにぎり・ポテ
トサラダ

あさりご飯・味噌汁・ヒレ
カツ大根と梅干のサラダ・
バナナとりんご

親子丼・味噌汁・ポテトサ
ラダハム巻き・かぼちゃ団
子

ビーフシチュー・かぼちゃ
煮カニカマ･みかん･黄桃

生ちらし寿司・煮豆・かぼ
ちゃ煮・味噌汁

夕
ご飯・味噌汁・煮豆・昆布
巻き・たらかす焼・ささぎ
豆と芋の煮物

カレーうどん・おむすび・
ほうれん草のお浸し・煮
豆・和風麻婆豆腐

ご飯・味噌汁･肉じゃが・
お刺身(えび、サーモン)・
かぼちゃ煮

ご飯・味噌汁・餃子・切昆
布の煮物・煮豆

ご飯・豚汁・ハムカツ・
キャベツの胡麻味噌炒
め・黒豆

おはぎ・そば汁･茄子と
ピーマン炒め・たらこキャ
ベツ炒め

かき揚げ丼・カレイの煮
漬け味噌汁
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朝

ご飯･味噌汁・大根と挽肉
の煮物･鯖とキャベツの味
噌炒め･玉子焼き・梅干・
煮豆

ご飯・味噌汁･牛乳･和風
スクランブルエッグ・ささ
みの竜田焼・ウィンナー･
煮豆･大根菜の煮物

ご飯･味噌汁・鮭焼魚・玉
子焼き・かまぼこ・かぼ
ちゃ煮

ご飯・味噌汁・牛乳･ソー
セージ入り玉子焼き・さつ
ま芋・紅生姜･天ぷら・紫
蘇昆布･煮豆･コロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・紅鮭焼・野菜炒め・
フルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の照焼き・オムレツ・チー
カマ・バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・ウィ
ンナー・煮豆・ほうれん草
と卵の炒め物・厚揚げの
煮物・赤魚の味噌漬け焼

昼
そうめん汁・稲荷寿司・茶
碗蒸し・大根、天かま煮

手まりおにぎり・かき揚げ
うどん・ずんだもち・切干
大根

醤油ラーメン・おむすび・
野菜サラダ

生姜ご飯・味噌汁・ナポリ
タン・かぼちゃ団子・白菜
となめ茸の和え物

鮭おにぎり・うどん汁・煮
豆･揚げワンタンの甘酢
あんかけ・大根の煮物

松茸ご飯・味噌汁・じゃが
芋と挽肉の煮物・カニカ
マ・たくあん・フルーチェ

ちらし寿司・味噌汁・ラー
メンサラダ・白菜のお浸
し・かぼちゃ煮・みかん

夕
ご飯・味噌汁・タラフライ
(タルタルソース)・昆布の
煮物さつまいも煮

ご飯・味噌汁･黒頭の煮
漬け豚肉の生姜焼・麻婆
茄子・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・オムレツ・
煮豆･大根、鶏肉、人参、
しいたけの煮物・もやしと
玉葱の炒め物

カレーライス･フルーツポ
ンチ･なま酢･ポテトサラダ
野菜添え

ご飯・味噌汁・つぼ鯛》
焼・八宝菜・じゃが芋のあ
んかけ煮・

ご飯・味噌汁・スコッチ
エッグ・小松菜とちくわの
煮物・トマト・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ・豚冷しゃぶ・肉じゃが・
えび刺身
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朝
ご飯・味噌汁・フキと揚げ
の煮物・玉子焼き・ほっけ
焼魚昆布佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鮭ベーコン・煮豆・
ピーマン

昼
ご飯・けんちん汁・餃子・
なま酢

稲荷すし・豚汁・ザンギ・
ソーセージ、さつま芋天
ぷら・煮豆

夕 外食(生寿司)
ご飯・味噌汁・茄子焼・煮
豆黒頭の煮漬け・もやしと
ニラの豚肉炒め
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