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31 1 2

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ササ
ギ豆と芋の煮物・茄子、
ピーマンの味噌炒め・目
玉焼き・煮豆・ウィンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
魚玉子焼き･切干大根・
鶏の竜田焼・削り昆布

ご飯・味噌汁・サンマ焼
魚・ほうれん草とベーコン
炒め・目玉焼き・昆布佃
煮

昼
ちらし寿司・ソーメン汁・
唐揚げ・かぼちゃ団子・ハ
ムサンドウィッチ

海苔お弁当(唐揚げ、ハン
バーグ、芋・かぼちゃの
天ぷら、ポテトサラダ、玉
子焼き、煮豆、フルーツ)

豚丼・大根の味噌汁・白
菜のお浸し・バナナヨーグ
ルト

夕
ご飯・味噌汁・茄子の揚
げ浸し・揚げ出し豆腐・白
菜のお浸し

ご飯･味噌汁･カスベの煮
漬け・肉じゃが・麻婆豆腐

すき焼き・玉子海苔巻き・
煮豆・メロン
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
けミリン焼・オニオンコロッ
ケ･野菜入り玉子焼き・か
ぶと鶏肉の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・ｽｸﾗﾝ
ﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・肉じゃが・おか
ら・紫蘇南蛮

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚・煮豆・玉子焼き・ピー
マン、茄子の味噌炒め・コ
ロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りｽｸﾗﾝﾌﾞｴｯｸﾞ・サン
マの蒲焼・煮豆・鶏つく
ね・カニカマ・とろろ芋

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚・コロッケ・茄子とピー
マンの揚げ浸し・玉子焼
き

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ホッケ焼・切り干し大根・

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
味噌・生姜焼き・カレーコ
ロッケ・漬物

昼
冷しラーメン・餃子・かぼ
ちゃ団子・おにぎり

おにぎり・ラーメンサラダ・
野菜炒め

炒飯・そば・漬物・トマト
混ぜご飯・豚汁・ざんぎ・
スイカ・胡瓜、トビッコ和
え・蕗炒め

オムライス・ポテトサラダ・
温野菜・ゆで卵・スイカ

炒飯・冷むぎ汁・ハンバー
グ・トマト・胡瓜の漬物

ソーメン汁・お稲荷さん・
お寿司・かぼちゃの煮物・
トマト・煮豆

夕
混ぜご飯・味噌汁・海老フ
ライ・カレイの煮漬け・しら
すと大根の和え物

ご飯･味噌汁・味噌おで
ん・煮豆・トマト・紫蘇味
噌・インゲンと天カマの煮
物・さんま

親子丼・味噌汁・切昆布
煮・冷トマト

ご飯・味噌汁・一口豚カ
ツ・茄子焼・ミニトマト・ほ
うれん草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
つぼ鯛焼・豚肉と白菜の
はさみ蒸し・漬物

ご飯・味噌汁・鯖焼・グラ
タン・竹の子の煮物・ちく
わとゆずの和え物

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
ピーマン、茄子、人参の
味噌炒め・トマト・煮豆・ス
パゲッテｲー
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ほうれん草のお浸
し・さんま焼・玉子味噌・カ
ニカマ・煮豆・豚肉の生姜
焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・茄
子、ピーマン焼・紅鮭焼
魚・ウィンナー・玉子焼き・
天ぷら炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・ホッケ焼
魚・煮豆・天カマ・かぼ
ちゃ団子

ご飯・味噌汁・鯖焼・アス
パラゆで・目玉焼き・天ぷ
ら・紫蘇味噌巻き

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭
焼・肉じゃが・ソーセージ
とニラの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
けミリン焼・煮豆・ウィン
ナー、ピーマン炒め・とろ
ろ芋・目玉焼き・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・ミート
オムレツ・鮭焼・湯でブ
ロッコリ-・ポテトコーン
チーズ焼

昼
醤油ラーメン・おむすび・
餃子・胡瓜と大根の漬物・
ミニトマト

うどん・稲荷寿司・ピーマ
ンの醤油漬け・かぼちゃ
の鶏挽肉あんかけ煮

ピラフ・中華スープ・塩唐
揚げ・フライドポテト・野菜
サラダ

カレーライス・煮豆・胡瓜
の漬物・ゆで卵・ズッキ
ニーと玉子の炒め物

ちらし寿司・そば・南瓜の
そぼろ煮・いんげんと天カ
マの煮物

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケトマト・キャベツの
油炒め・玉子豆腐

おにぎり・味噌汁・さんま
焼・ウィンナー・お好み焼
き

夕
カレーライス・ポテトサラ
ダ・くらげ胡瓜和え・心太

ご飯・味噌汁・スコッチｴｯ
ｸﾞ・ささぎの天カマの煮
物・蒸しキャベツ・トマト

ご飯・味噌汁・野菜コロッ
ケ・カレイの煮漬け・かぼ
ちゃ煮

ご飯・味噌汁・豚カツ・八
宝菜・胡瓜とハムの和え
物

ご飯･味噌汁・たらフライ
(タルタルソース付き)・トマ
ト・サラダ・ささぎ豆煮物

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼・ほうれん草とベーコ
ンの炒め物・とうきび・紫
蘇味噌巻き

鮭ちらし・味噌汁・茄子と
ピーマンの揚げ浸し・紅
じゃこ・セロリの浅漬け

17 18 19 20 21 22 23

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の竜田焼・和風ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ
ｴｯｸﾞ・さんまの蒲焼・煮
豆・ほうれん草のお浸し

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
梅干・紫蘇味噌・牛乳・玉
葱、ピーマンの天ぷら・鮭
焼

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
肉野菜炒め・じゃこ佃煮・
牛乳

ご飯・味噌汁・牛乳･サバ
焼・かぼちゃ煮・豚肉の茄
子巻き

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
ｽｸﾗﾝﾌﾞｴｯｸﾞ・ワカメと舞茸
の炒め物・豚肉の炒め
物・カニカマ・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼・杏・玉葱、豚肉の炒
め物・カブ煮・伊達巻・
ウィンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭
焼・玉子焼き・肉じゃが・

昼
塩ラーメン・稲荷寿司・昆
布とササミの炒め物・味
噌おでん

ちらし寿司・挽肉と芋の煮
物煮豆・漬物

キーマカレー・玉子スー
プ・おふくろ煮・煮豆・トマ
ト・フルーツポンチ

天丼・味噌汁・トマト・紫蘇
の漬物・ゆで卵・人参

塩ラーメン・炒飯・煮物・
煮豆

うどん・コロッケ・トマト・胡
瓜・ミニおにぎり

カレーライス・フルーツポ
ンチ・煮豆

夕
サンマの蒲焼丼・味噌
汁・ミートスパゲッテｲ-・ト
マト・アスパラ・野菜炒め

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
白身フライ・海老フライ・
白菜のお浸し

ご飯・味噌汁・豚カツ・か
に玉・かぼちゃ煮・ササギ
の煮物

ご飯・豚汁・冷トマト・ほう
れん草と玉子の炒め物・
宗八焼

スープカレー・煮豆・ポテ
トサラダフルーツ和え・紫
蘇味噌

ご飯・燒うどん・白身フラ
イ・フキの煮物・煮豆

焼き鳥・おにぎり・そば・
ソーメン・ソーセージ・焼
そば・味噌おでん・
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朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
天カマ・ホッケ焼・昆布佃
煮

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・さん
まの蒲焼・さつま芋煮・ち
くわの煮物・胡麻豆腐

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼・目玉焼き・豚肉の
生姜焼さつま芋煮

ご飯・味噌汁・オムレツ・
魚・牛乳・天カマ焼・煮豆

ご飯・味噌汁･牛乳・生姜
焼き・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・かぼ
ちゃ煮・揚げ芋

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・紫蘇味噌・サンマ
焼・コロッケ・ブロッコ
リー・カニカマ・とろろ芋

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚ウィンナー・厚揚げの
味噌煮・和風ｽｸﾗﾝﾌﾞｴｯ
ｸﾞ・紫蘇味噌

昼
ラーメン・おにぎり・かぼ
ちゃの煮物・トマト・煮豆・
麻婆春雨

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・かぼちゃの煮物・ほう
れん草のお浸し・キャベ
ツ・トマト

お稲荷さん・うどん・野菜
炒め・煮豆

カレーライス･コンソメスー
プツナサラダ・煮豆

おにぎり・ポトフ・唐揚げ・
ピーマンのお浸し・胡瓜と
人参のサラダ

ご飯・味噌汁・タラの煮漬
け煮豆・トマト

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・半熟玉子・マカロニナ
ポリタン・さつま芋サラダ

夕
牛丼・味噌汁・ゴボウと鶏
彦肉の炒め物・もやしと
春雨のサラダ

ご飯・味噌汁・ロール白
菜・トマト、ベーコン、ポテ
トの炒め物・煮豆

豚丼・茄子焼・煮豆・ほう
れん草のお浸し

栗ご飯・味噌汁・お好み
焼きかぼちゃ煮・胡瓜の
漬物

ご飯・味噌汁・野菜の玉
子とじ・豚カツ・ホッケ焼・
胡瓜とみかんの酢の物

ご飯・味噌汁・餃子・煮
豆・ささげと天カマの煮
物・紅じゃこ

ご飯・鮭あら汁・胡瓜の酢
の物・鯖焼魚・キャベツと
天カマ炒め・揚げ卵とじ
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