
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・牛乳・つぼ
鯛･コロッケ・卵味噌・ニラ
のお浸し

ご飯・味噌汁･牛乳・目玉
焼き・鯖焼魚・豚肉の生
姜焼きかぼちゃ煮

ご飯・味噌汁・牛乳・ピー
マン、ウィンナー炒め・大
根と挽肉の煮物・スクラン
ブルエッグ・たらこ・紫蘇
味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の竜田焼・さんまの蒲焼・
グリーンアスパラ・高野豆
腐の煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・焼
魚・ソーセージ・豚肉、玉
葱炒めたらこ・煮豆

ご飯･味噌汁・牛乳・鮭焼
魚･ほうれん草とキノコの
バター炒め･紫蘇巻き味
噌・目玉焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
魚肉じゃが・フキの煮物・
なま酢

昼
キーマーカレー・中華
スープ・豚肉とニラもやし
炒め・フルーツ

あさりご飯・豚汁・筑前
煮・かぼちゃ団子・胡瓜の
酢の物

天ぷらうどん・稲荷寿司・
煮豆・玉子焼き・ふき、し
み豆腐、人参の煮物

ソーメン汁・おにぎり・か
ぶの漬物・野菜炒め・煮
豆・いちご

炒飯・中華スープ・エビフ
ライ・ブロッコリー・なま酢

ご飯･玉子スープ･ハン
バーグ・かぼちゃの煮物・
ブロッコリー・人参・フルー
ツポンチ

稲荷寿司・味噌汁・鶏団
子と大根の煮物・おさつコ
ロッケ

夕 焼肉・焼そば・おむすび
親子丼・味噌汁･豚肉と白
菜の重ね蒸し・肉じゃが・
小松菜の胡麻和え

鮭ちらし・味噌汁・新玉葱
とハムのサラダ・トマト

ご飯･味噌汁・煮豆・ふき
煮・ほうれん草入り玉子
焼き・宗八焼魚・紫蘇味
噌、胡瓜、クラゲ和え

ご飯･味噌汁・つぼ鯛焼
魚・肉じゃが・煮豆・白菜
のお浸し

ご飯･味噌汁･ヒレカツ・カ
スベの煮漬け・フライドポ
テト煮豆・漬物

ご飯･味噌汁･冷しゃぶ(湯
でアスパラ、トマト添え)・
ヤリイカの味噌漬け・しら
すと大根おろし和え
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朝

ご飯･味噌汁・牛乳・ハン
バーグ・煮豆・紫蘇巻き味
噌・ニラの玉子とじ・昆布
巻き・いちご

ご飯･味噌汁・牛乳・つく
ね・ほうれん草のお浸し・
紫蘇味噌・玉子焼き・煮
豆・カニカマ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・ほっけ焼魚・シュウ
マイ・紫蘇巻き味噌・たら
こ

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼魚・玉子味噌・ベーコ
ンときのこの油炒め・ミー
トローフ

おにぎり・ジャムパン・コ
ロッケ・ウィンナー・スクラ
ンブルエッグ・味噌汁・サ
ンドウィッチ

ご飯・味噌汁・牛乳・キャ
ベツの油炒め・天カマ・
ホッケ焼魚・チーズ入りｽ
ｸﾗﾝﾌﾞｴｯｸﾞ・とろろ芋

ご飯･味噌汁･牛乳・ホッ
ケ焼・ウィンナーときのこ
の炒め物・チキンナゲッ
ト・大根の漬物

昼
オムライス・味噌汁・大根
と天カマの煮物・ポテトサ
ラダ・三つ葉のツナ和え

鮭むすび・冷麦汁・かき揚
げきり昆布煮・大根の鶏
挽肉あんかけ・

キーマーカレー・玉子
スープ・ポテトサラダ(温
野菜付き)・かぼちゃ巾
着・ふきのきんぴら

稲荷寿司・そーめん汁・
ふきの煮物・かぼちゃサ
ラダ・フルーツポンチ

稲荷寿司・天ぷらうどん・
ポテトサラダ・アスパラ・ト
マト・いちご

ミートスパゲッテｲー・ミニ
おにぎり・トマト・胡瓜・み
かん・鶏、ゆで卵の醤油
煮

味噌おでん・ご飯・味噌
汁・唐揚げ・トマト・里芋の
煮物・煮豆

夕

ご飯・味噌汁・かれいの
煮漬け・煮豆・トマト・アス
パラ・大根おろしとえのき
の和え物

ご飯・味噌汁･そい西京
焼・野菜コロッケ・肉じゃ
が・煮豆・漬物

ご飯・けんちん汁・チキン
カツ・ふきの油炒め・とこ
ろてん

天丼(エビ、さつま芋、茄
子)・三平汁・トマト・いち
ご・煮豆・アスパラ

カレーライス・天カマと昆
布の煮物・煮豆・ほうれん
草と卵の炒め物

ご飯・味噌汁・たらのフラ
イ・肉じゃが・スパゲッテｲ
サラダ・トマト

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ・大根と豚肉の煮物・漬
物・赤魚焼
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朝

ご飯･味噌汁・牛乳・玉子
焼き・鯖焼魚・キノコとほ
うれん草炒め・紫蘇巻き
味噌・煮豆

ご飯･味噌汁・牛乳・豚肉
の生姜焼・目玉焼き・煮
豆・コロッケ・いちご

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・紫蘇
巻き味噌・鶏肉の香草焼

ご飯･味噌汁・目玉焼き・
牛乳・昆布巻き・カレーコ
ロッケ・煮豆・福神漬け・
いちご

ご飯･味噌汁・牛乳・目玉
焼き・焼鮭・ソーセージの
塩コショー炒め・煮豆

ご飯･味噌汁・黒豆・鶏つ
くね紫蘇味噌・ほうれん草
と卵の炒め物・サンマの
蒲焼・牛乳

ご飯･味噌汁･牛乳・キャ
ベツと豚肉のカレー醤油
炒め・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・トマ
ト・サンマの蒲焼

昼

冷麦・おにぎり・煮豆・ふ
き、天カマ、サバ缶の煮
物・ゆで卵・カニカマ、ほう
れん草のお浸し

天丼・味噌汁・ふきのきん
ぴら・煮豆・ブロッコリー

塩ラーメン・稲荷寿司・肉
じゃが

ご飯・中華スープ・焼そ
ば・フキと天ぷらの煮物・
ミートオムレツ・えび餃子

炒飯・玉子とワカメのスー
プ・かぼちゃ煮物・かぶの
漬物・みかん・パイナップ
ル

うどん汁・稲荷寿司・大根
と天カマの煮物・さつま芋
のサラダ・トマト

玉子海苔巻き・豚汁・煮
豆・稲荷寿司・煮豆・みか
ん

夕
ご飯、味噌汁、ロール白
菜・ホッケ焼・胡瓜の漬
物・トマト・フルーツ

ご飯・すり身汁・カレイの
煮漬け・卵とじ・大根のし
らす和え・胡瓜の酢の物

ちらし寿司・味噌汁・さつ
ま芋とがんもの煮物・胡
瓜とカニカマの酢の物・み
かん

カレーライス・大根の煮
物・ポテトサラダ・人参、
胡瓜ステｲック

ご飯･味噌汁・浅羽カレイ
の煮魚・ニラの卵とじ・ト
マト・ブロッコリーサラダ

ご飯･味噌汁・ピーマンの
肉詰・味噌おでん・煮豆・
ほうれん草と椎茸のバ
ター炒め

ご飯･味噌汁･カスベの煮
漬け・肉じゃが・ほうれん
草のお浸し・煮豆
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朝
ご飯･味噌汁・牛乳・ミート
オムレツ・鮭焼魚・ウィン
ナー・昆布佃煮

ご飯･味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼・煮豆・和風ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ
ｴｯｸﾞピーマンとハムの炒
め物・天カマ

ご飯･味噌汁・牛乳・つぼ
鯛焼魚・さつま芋のサラ
ダ・ウィンナー・ゆでアス
パラ・チーズ入りｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ
ｴｯｸﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ焼魚・里芋煮物・茄子、
ピーマン、ピリ辛炒め・煮
豆・漬物

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・煮豆・トマト・昆布、
天カマ、さつま芋煮物・と
ろろ芋

ご飯・味噌汁・豚肉の醤
油焼・ベーコンｴｯｸﾞ・鮭
焼・かまぼこ

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏の
竜田焼・煮豆・茄子とピー
マンの味噌炒め・サンマ
の蒲焼・カニカマ・

昼
中華丼・玉子スープ・ポテ
トサラダ・中華くらげ・イチ
ゴ･野菜ステｲック

うな丼・おそば・メンチカ
ツ・漬物・おから

塩ラーメン・味噌おでん・
おむすび・昆布とササミ
の炒め物

稲荷寿司・玉子焼き・煮
豆・フルーツ

ご飯・味噌汁・唐揚げ(ブ
ロッコリー、トマト添え)・白
菜のお浸し・きんぴらごぼ
う

親子丼・味噌汁・かぼちゃ
コロッケ・胡瓜の浅漬け・
トマト

オムライス・中華スープ・
和風ハンバーグ・カリフラ
ワーフルーツポンチ

夕
鮭ちらし・味噌汁・かぶと
天カマの煮物・野菜サラ
ダ

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
挽肉と大根の煮物・トマ
ト・紫蘇巻き味噌・しらす
と大根おろし和え

混ぜご飯・味噌汁・赤か
ぶの漬物・胡瓜、みかん
酢物紫蘇味噌・煮豆・バ
ナナ

天丼・カニカマ・ソーメン
汁・もずく酢・ほうれん草
のお浸し・フルーツポンチ

カレーライス・煮豆・豆腐
のカニあんかけ・茄子と
ピーマンの揚げ浸し・キノ
コの中華炒め

炊き込みご飯・味噌汁・煮
豆心太・たらフライのタル
タルソース付き・黄桃

ご飯・味噌汁・カレイの煮
漬け・大根の煮物・エビフ
ライ・ほうれん草の白和え
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・肉
じゃが・玉子焼き・鮭焼
魚・味噌南蛮・漬物

ご飯・味噌汁・キャベツの
油炒め・かぼちゃ煮・紫蘇
巻き味噌・たらの焼魚・玉
子焼き

昼
カレーライス・ポテトサラ
ダ・豆

ご飯・味噌汁・豚カツ・さ
つま芋の天ぷら・ハン
バーグ・漬物・カリフラ
ワー・ワカメ・青鱒のフラ
イ

夕
かき揚げ丼・味噌汁・お
はぎ鶏挽肉とじゃが芋の
煮物・白菜のお浸し

ちらし寿司・煮豆・きりた
んぽ汁・お汁粉・もずく酢
ワカメ和え
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