
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝
ご飯・味噌汁・牛乳・ポテ
トサラダ・煮豆・鶏肉の竜
田焼宗八焼魚、玉子焼き

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
豚肉の生姜焼・かぼちゃ
煮・鯖焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・焼
魚･天カマ炒め・豚肉ソー
セージ炒め・だし巻き玉
子・煮豆

昼
天津飯・温野菜・たらフラ
イタルタルソース付き・煮
豆

ご飯・うどん・焼餃子・大
根サラダ

稲荷寿司・そば・鶏の唐
揚げ

夕

ご飯・かぼちゃ汁・お刺身
(サーモン、マグロ、エビ)・
かまぼこ・煮豆・しらす大
根和え

カレーライス･マカロニサ
ラダ・豆腐あんかけ・みか
ん、梨

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・かぶと胡瓜の漬
物・かぼちゃ煮・半熟玉子
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朝

ご飯･味噌汁・牛乳・煮
豆・コロッケ・豚肉ニラも
やし炒め・梅干・チーズ入
りスクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・さんまの蒲
焼・ウィンナー・芋と天カ
マの味噌煮・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
の粕焼・野菜炒め・オムレ
ツ・ソーセージ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ホッケ焼・肉野菜炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・コ
ロッケ目玉焼き・三つ葉
のお浸し・茄子と天カマの
煮物・煮豆・梅

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・ハム焼・ほうれん草
と卵の炒め物・さつま芋
の甘煮・サンマの蒲焼

ご飯・味噌汁・牛乳・焼
魚・煮豆・オレンジ・野菜
炒め・さつま芋の甘煮

昼
ご飯・味噌汁・エビのかき
揚げ・肉じゃが・おから・
煮豆・フルーツポンチ

塩ラーメン・炒飯・煮豆・イ
チゴ

お花見弁当(おにぎり、漬
物から揚げ、ハムポテト、
玉子焼き、昆布、ウィン
ナー、かぼちゃとさつま芋
の巾着)

ご飯・味噌汁・たらフライ
(タルタルソース添え)・茄
子の揚げびたし・ポテトサ
ラダ

炒飯・玉子スープ・かぼ
ちゃの煮物・たくあん・カ
ニカマ・フルーツポンチ

豚丼・うどん汁・かぼちゃ
煮・煮豆・八朔

天ぷらそば・稲荷寿司・
きゅうりの漬物・煮豆・昆
布の煮物

夕
ご飯・味噌汁・カスベの煮
魚・ピーマンの肉詰・ほう
れん草と玉子の炒め物

混ぜご飯・豚汁・焼鯖・蕗
と竹の子の煮物・昆布巻
き

焼肉・野菜・焼そば・漬
物・味噌汁

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
みかん・カスベの煮漬け・
煮豆

おにぎり・味噌汁・焼肉・
大根と天カマの煮物

カレーライス・ゆで卵・煮
豆・メンチカツ・フルーツ

ご飯・すまし汁・お好み
焼・カレイの煮漬け・焼き
芋

11 12 13 14 15 16 17

朝
ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
味噌・唐揚げ・焼鮭・胡麻
豆腐フライドポテト

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
とキャベツのカレー炒め・
煮豆紫蘇巻き味噌・
ジャーマンポテト・チーズ
入りｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ

ご飯･味噌汁･目玉焼き・
ホッケ焼・かまぼこ・かぼ
ちゃ煮

ご飯・味噌汁・牛乳・天カ
マ･煮豆・鶏肉の竜田焼・
グリーンアスパラ・和風ｽ
ｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まの蒲焼・さつま芋の甘
煮・焼ソーセージ・豚肉と
白菜のカレー炒め・

ご飯・味噌汁・牛乳･鯖焼
魚・玉子焼き・ふき煮・煮
豆・大根の煮物・オレンジ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・煮豆・紫蘇味噌・納
豆・カニカマ・さんまの蒲
焼

昼
生ちらし寿司・味噌汁・煮
豆ワカメ、イカの酢の物・
フルーツポンチ

きつねうどん・おにぎり・
煮豆・イチゴ・スコッチｴｯ
ｸﾞ・ピーマン肉詰め

栗ご飯・味噌汁・唐揚げ・
かぼちゃ団子・野菜サラ
ダ・肉じゃが

キーマカレー・玉子スー
プ・かぼちゃの煮物・煮
豆・カニカマ・フルーツポ
ンチ

冷し中華・稲荷寿司・中華
スープ・トマト・煮豆・しい
たけとほうれん草のバ
ター炒め

醤油ラーメン・ホイコー
ロー・おむすび・かぼちゃ
煮

ご飯・味噌汁・銀鮭フライ
(タルタルソース添え)・か
ぶと鶏団子の煮物・ちくわ
の生姜煮

夕

ご飯・豚汁・しらすと大根
おろし和え・湯でアスパ
ラ・ひじきの煮物・ホイ
コーロー

ご飯・味噌汁・サンマ焼
魚・肉じゃが・味噌おでん
(大根、天カマ、ちくわ、玉
子)

ご飯・味噌汁・お刺身(ヤ
リイカ、エビ)・新玉葱のサ
ラダ・ふかし芋・肉豆腐

ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・焼つぼ鯛・茶碗蒸
しキャベツの漬物

ご飯・味噌汁・宗八焼魚・
煮豆・味噌おでん・アスパ
ラ

あさりご飯・味噌汁・ほう
れん草のお浸し・ポテトサ
ラダ・大根のしらす和え・
煮豆・紫蘇味噌・いちご

しゃぶしゃぶ(肉、水菜、
豆腐、ニラ、白菜、しいた
け)・味噌汁
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朝

ご飯・味噌汁・だし巻き玉
子・鯖焼魚・シュウマイ・し
その肉味噌巻き・ほうれ
ん草ときのこバター炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・天カ
マ・煮豆・キャベツと豚肉
の炒め物・グリーンアス
パラ・ソーセージの卵と
じ・キウイフルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・豚バ
ラとレタスの重ね蒸し・
ミートボール・たくあん・煮
豆・いちご・コロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・ごぼ
う天・紫蘇南蛮・芋煮・生
姜焼

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
魚・イチゴ・野菜炒め・玉
子焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・ブ
ロッコリー・漬物・トマト・さ
んまの缶詰・目玉焼・ハ
ム

ご飯・味噌汁・牛乳・つぼ
鯛焼魚・ほうれん草ときの
このバター炒め・オムレ
ツ・佃煮

昼
オムライス・鶏団子・ミニ
グラタン・煮豆

バーベキュー・焼魚・ソー
セージ・サンドウィッチ・さ
つま芋・豚汁

塩ラーメン・おにぎり・鶏
肉、しいたけ、ちくわ、大
根、人参の煮物・ゆで玉
子・カニカマ・きゅうり

ご飯・味噌汁・スコッチｴｯ
ｸﾞ・トマト・かぼちゃ団子・
きゃべつの油炒め

おそば・五目ちらし・舞茸
とベーコン炒め・かき揚
げ・トマト

ご飯・豚汁・ハンバーグ・
かぶときゅうりの漬物・ほ
うれん草とトビッコの和え
物

混ぜご飯・おそば・たらフ
ライ・大根の漬物・大根と
挽肉の煮物

夕
ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・ほうれん草と卵の
炒め物・トマト

三色丼ぶり・豚汁・トマト・
に豆・ニラのお浸し

ご飯・味噌汁・刺身(マグ
ロ、サーモン、ヒラメ、エ
ビ)・かぼちゃ煮・アスパ
ラ・中華サラダ・黄桃

中華丼・玉子スープ・煮
豆・さつま芋、かぼちゃ巾
着・黄桃

ご飯・味噌汁・カスベの煮
漬け・カニカマ入り玉子焼
き・煮豆・小松菜とシーチ
キンサラダ・トマト

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
茄子とピーマンの味噌炒
め・銀カレイ焼魚・煮豆

ご飯・味噌汁・餃子・煮
豆・かぶと天カマの煮物・
赤カブ漬け・トマト
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・焼肉
チキン・煮豆・紫蘇味噌・
和風スランブルｴｯｸﾞ・ハ
ムとピーマンの炒め物・
バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・白菜
のお浸し・豚肉の生姜焼
き・目玉焼・紫蘇巻き味
噌・プチトマト

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
のキムチ炒め・ウィン
ナー・コロッケ・かぶの漬
物

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
魚・あらびきフランク・玉
子焼き・豚肉の生姜焼・
佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・天カ
マと切昆布の煮物・焼鮭・
紫蘇味噌・煮豆・ウィン
ナー

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
粕焼・煮豆・わらび白滝
煮・カレーコロッケ・玉子
焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・コ
ロッケ・煮豆・しろなのお
浸し・カニカマ・梅・目玉
焼・ウィンナー・

昼
玉子海苔巻き・サンド
ウィッチ・豚汁・漬物

天ぷらそば・ピラフ・フ
ルーツポンチ・

あさりご飯・味噌汁・焼肉
チキン・レタス、ちくわの
生姜煮・三つ葉のカニカ
マの白和え・フルーツポン
チ

天丼・ハンバーグ・トマト・
大根おろし・きゅうりの漬
物

うどん・おにぎり・玉子サ
ンドトマト

梅おにぎり・ラーメン・揚
げじゃが・大根の漬物

冷麦・稲荷寿司・かぼちゃ
煮・ほうれん草のなめ茸
和え・かぶの塩漬け・み
かん

夕

ご飯・味噌汁・エビフライ
(タルタルソース添え)・茄
子の揚げ浸し・フルーツ
ポンチ

ご飯・味噌汁・豚カツ・肉
じゃが・玉子とじ・漬物

ご飯・味噌汁・刺身(イカ、
マグロ、サーモン、エビ)・
桜エビの天ぷら・煮豆

オムライス・味噌汁・新フ
キの煮物・ほうれん草の
なめ茸和え・煮豆

カレーライス・フルーツ・
かぶ煮あんかけ・

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
豆イカの煮漬け・豆腐の
あんかけ・アスパラ・チキ
ン、えびカツ

さつま芋ご飯・味噌汁・ジ
ンギスカン・ロールキャベ
ツ・漬物
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