
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・みそ汁・ウイン
ナーとアスパラの炒
め物・マカロニサラ
ダ・もずく酢

・ご飯・みそ汁・赤魚
のぬか漬け・ウイン
ナー・玉子豆腐

・ご飯・みそ汁・焼き
魚・野菜炒め・煮豆

昼
・ご飯・みそ汁・ホイコ
ロー・大根のサラダ・
桃のヨーグルト掛け

・ご飯・みそ汁・マー
ボー豆腐・海鮮塩春
雨・マーボー茄子

・ご飯・みそ汁・揚げ
出し豆腐・肉じゃが・
おくら入りとろろいも

夕

・ご飯・みそ汁・牛肉
コロッケ・シシャモフラ
イ（キャベツ添え）・茶
わん蒸し

・シーフードカレー・チ
キンカツ・酢の物・
キュウイ

・ピラフ・ス＾プ・餃子・
ポテトサラダ・フルー
ツミックス

4 5 6 7 8 9 10

朝
・ご飯・みそ汁・玉子
焼・ハム・煮豆・レタス
のサラダ

・ご飯・みそ汁・鯖の
塩焼・ウインナーのケ
チャップ炒め・子持ち
昆布

・ご飯・みそ汁・ホッ
ケ・さつま揚げの醤
油炒め・桃

・ご飯・コーンスープ・
ウインナー・水菜と玉
子のサラダ・佃煮・り
んご

・ご飯・モヤシのスー
プ・玉子焼・ウイン
ナー・ほうれん草とハ
ムのソテー・人参とモ
ヤシの甘辛煮

・ご飯・みそ汁・鮭・玉
子豆腐・フキの煮物

・ご飯・みそ汁・鯖・ウ
インナー・めかぶ・茄
子の漬物

昼
・ご飯・みそ汁・生姜
焼き・南瓜の煮物・春
雨の酢の物

・ご飯・南瓜のシ
チュー・ワラビの炒め
煮・おくら納豆・パイ
ン

・ご飯・きのこ汁・鶏つ
くね・出し巻き玉子・ト
マト・りんご

・ご飯・ポトフ・オニオ
ンのポン酢和え・スパ
ゲティーサラダ

・いなり寿司・春雨の
スープ・酢豚・ポテト
サラダ・漬物

・ご飯・みそ汁・ニラ
玉・チキンカツ・ミニト
マト・レタスの酢味噌
和え

・ご飯・みそ汁・野菜
炒め・マーボー豆腐・
漬物

夕

・きのこ入りうどん・ア
ボガドのシーザーサ
ラダ・なめ茸と胡瓜の
和え物

・ご飯・みそ汁・豚冷
しゃぶ・玉子焼・胡瓜
の塩昆布和え

・ご飯・みそ汁・オム
レツ・中華春雨・スパ
ゲティーサラダ

・ご飯・みそ汁・チン
ジャオロース・納豆入
り焼きあげ・ほうれん
草の胡麻和え

・ご飯・みそ汁・鶏肉
の玉子とじ・豚肉と茄
子の味噌炒め・ニラ
のお浸し

・海鮮丼・みそ汁・煮
物・漬物

・ご飯・みそ汁・海老
マヨ（ブロッコリー、ア
スパラ添え）・煮物・
茶わん蒸し

13 12 13 14 15 16 17

朝
・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・ウインナー・胡
瓜の和え物・煮豆

・ご飯・みそ汁・さつま
揚げ・玉子焼・わかめ
とシーチキンの和え
物

・パン・スープ・チキン
ソテー・玉子サラダ・
オレンジ

・ご飯・みそ汁・鮭焼
き・胡瓜と水菜のサラ
ダ・厚焼き卵

・ご飯・みそ汁・ウイン
ナー・しめ鯖のポン酢
和え・さしみこんにゃ
く・煮豆

・ご飯・みそ汁・鮭焼・
ゆでアスパラ・ウイン
ナーボイル

・ご飯・みそ汁・ウイン
ナー炒め・シュウマ
イ・ブロッコリー・もず
く

昼
・ご飯・水餃子スー
プ・カルビ焼き肉（野
菜添え）・しめ鯖

・素麺・ポトフ・長芋の
お浸し・塩鮭焼き

・ご飯・みそ汁・カレイ
の煮付・南瓜のサラ
ダ・漬物

・ご飯・みそ汁・豚しゃ
ぶ（トマト、レタス添
え）・おでん・玉子豆
腐

・おにぎり・醤油ラー
メン・みかんヨーグル
ト

・ご飯・みそ汁・茄子
と豚肉の味噌炒め・
ニラのお浸し・焼き魚
（鯖の味醂漬け）

・親子丼・みそ汁・胡
瓜とワカメの酢の物・
桃入りフルーチェ

夕
・三色丼・みそ汁・
ほっけの塩焼き・もず
く酢

・ご飯・みそ汁・大根
と鶏肉のあんかけ・
白菜のお浸し・サラダ

・カレーライス・スー
プ・フルーツ・サラダ・
昆布巻き

・いなり寿司・みそ
汁・焼きそば・茄子の
煮物

・ご飯・みそ汁・鶏肉
の玉子とじ・マーボー
豆腐・水菜とハムの
サラダ・キュウイ

・寿司・蕎麦・ほうれ
ん草のお浸し

・ご飯・すい豚・煮魚
（カスベ）・心太

18 19 20 21 22 23 24

朝
・ご飯・みそ汁・玉子
焼・シシャモ・桃・お浸
し

・ご飯・みそ汁・鯖焼・
ほうれん草の胡麻和
え・煮豆

・ご飯・みそ汁・ミート
ボール・胡瓜のサラ
ダ・玉子焼

・ご飯・みそ汁・鮭焼・
ネギ入り玉子焼・ブ
ロッコリー・漬物・フ
ルーチェ

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・さつま揚げの醤
油炒め・お浸し・桃

・ご飯・みそ汁・鯖の
味醂焼き・豆苗の
チャンプルー・ウイン
ナー

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・鯖の西京漬け・ほ
うれん草のお浸し

昼
・ご飯・春雨スープ・
唐揚げ（野菜添え）・
苺・ヨーグルト

・ハヤシライス・コー
ンスープ・マカロニサ
ラダ・苺

・ご飯・みそ汁・ポー
クチャップ・含め煮・
南瓜のサラダ

・ピラフ・餃子スープ・
豚肉とニラのチャンプ
ルー・メロン

・ライス・ワカメスー
プ・ハンバーグ＆ス
テーキ・南瓜サラダ・
ウドの酢味噌和え・
キュウイフルーチェ

・ご飯・水餃子スー
プ・マーボー豆腐・ポ
テトサラダ・メロン

・ご飯・みそ汁・牛肉
入り金平ゴボウ・焼き
豆腐のシーチキン和
え

夕

・ご飯・みそ汁・豚肉
のソテー・（野菜添
え）・ひじきと白滝の
煮物

・ご飯・みそ汁・冷しゃ
ぶ（野菜添え）・大根
サラダ・漬物

・ご飯・みそ汁・鶏肉
とネギとモヤシの炒
め物・アスパラのサラ
ダ・焼き魚（塩ホッケ）

・ペスカトーレ・コーン
スープ・野菜のホワイ
トソース焼き・林檎

・ご飯・みそ汁・鶏団
子の煮物・刺身

・ご飯・みそ汁・チン
ジャオロース・煮物・
キュウイ

・鶏ゴボウご飯・みそ
汁・つぼ鯛の塩焼・マ
カロニサラダ

25 26 27 28 29 30 31

朝
・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・ひじきの煮物・
漬物・長芋

・ご飯・みそ汁・鯖の
塩焼・胡瓜の酢の
物・生姜昆布

・ご飯・みそ汁・鮭焼・
ほうれん草のお浸し・
トマト・胡瓜・佃煮

・ご飯・みそ汁・玉子
焼シュウマイ・煮豆・
お浸し

・ご飯・みそ汁スクラ
ンブルエッグ・鮭焼・
煮豆・白菜のお浸し

・ご飯・みそ汁・野菜
とソーセージの炒め
物・目玉焼き・南瓜煮

・パン・スープ・ウイン
ナー・スクランブル
エッグ・コールスロー

昼

・ご飯・みそ汁・焼き
魚（ホッケ）・南瓜の
煮物・漬物・コールス
ローサラダ・フルーツ

・そぼろ丼・みそ汁・
山菜の煮物・ポテト
サラダ・林檎・オレン
ジ

・カレーライス・みそ
汁・海老フライ・キャ
ベツととびっ子のマヨ
ネーズ和え・フルーツ

・焼きそば・フキの煮
物・アスパラ・モヤシ
のスープ

・ご飯・餃子のスー
プ・コロッケ・ナムル・
サラダ

・ご飯・みそ汁・豚肉
の生姜焼き（野菜添
え）・サーモン、鮪、野
菜の漬け・心太

・ご飯・つみれ汁・ザ
ンギ・水菜と胡瓜の
サラダ・桃

夕
・ご飯・みそ汁・カル
ビ・野菜炒め・胡瓜の
和え物・梨

・ご飯・みそ汁・豚肉
と茄子の味噌炒め・
ニラ玉・水菜のサラダ

・炊き込みご飯・みそ
汁・カレイの煮付・胡
瓜の酢の物・ハムと
レタスのサラダ

・ご飯・みそ汁・白身
魚のフライ・ナゲット
（レタス添え）・たらこ
パスタ

・ご飯・みそ汁・海老
マヨ（レタス添え）・ウ
インナーンのケチャッ
プ炒め・酢の物

・ご飯・豚汁・鯖の味
噌煮・もずく酢の和え
物・たくあん

・ご飯・みそ汁・マー
ボー豆腐・ワカメの佃
煮・モヤシのサラダ・
フルーツ
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