
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6

朝
ご飯・味噌汁・鯖焼魚・ハ
ムとピーマンの炒め物・
ほうれん草の白和え

ご飯・味噌汁・キャベツの
ツナ炒め・天カマ大根煮・
小松菜のお浸し

ご飯・味噌汁・ほうれん
草、しめじ、ハムの炒め
物・スクランブルエッグ・
苺ヨーグルト

ご飯・味噌汁・天カマと昆
布の炒め物・豚肉とキム
チの玉子とじ・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・サンマの蒲
焼・納豆・煮豆・アスパラ
ベーコン

ご飯・味噌汁・豚肉とキャ
ベツの炒め物・ほうれん
草の胡麻和え・ウィン
ナー

昼
ご飯・ポトフ・冷しゃぶ・み
かん

三色丼・そば・マカロニサ
ラダ

カレーライス・チンゲン菜
のスープ・生ハムのオニ
オンマリネ・キウイ、黄桃

カレーうどん・白菜の梅肉
和え・黄桃とキウイのヨー
グルト和え

ミートスパゲテｲ・コーン
スープ・ポテトサラダ・み
かん

ナポリタン・オニオンスー
プ・玉子サラダ

夕
ご飯・味噌汁・サンマの蒲
焼ほうれん草のナメ茸和
え・たくあん

ご飯・味噌汁・鶏の唐揚
げ・たくあん・アスパラと
ベーコンの炒め物

混ぜご飯・味噌汁・鮭の
ホイル焼・もやしのナム
ル・煮豆

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
煮物・トマトサラダ

ご飯・味噌汁・ミニメンチ・
ハムカツ・肉じゃが・カブ
の漬物

ご飯・味噌汁・大根、豚肉,
きぬさやの煮物・麻婆豆
腐・たくあん
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朝

五目釜飯・味噌汁・ほうれ
ん草、じゃが芋、ベーコン
の炒め物・スクランブル
エッグ・白菜の梅肉和え

ご飯・味噌汁・肉団子と茄
子の煮物・煮豆・たくあん

ご飯・味噌汁・肉団子と茄
子の煮物・煮豆・たくあん

ご飯･味噌汁・鮭焼魚・煮
物・厚焼き玉子・漬物・煮
豆

ご飯･味噌汁・鯖焼魚・か
ぼちゃ煮・ツナとキャベツ
の油炒め

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ほうれん草のな
め茸和え・かぼちゃのあ
んかけ

混ぜご飯・味噌汁・ところ
てん・かぼちゃ煮・焼魚

昼
稲荷寿司・御吸い物・カブ
煮

塩ラーメン・ミニおにぎり・
もやしと油揚げの酢の
物・フルーツのヨーグルト
和え

カレーライス・肉団子のポ
トフ・マカロニサラダ・パイ
ンのゼリー

ご飯･味噌汁･胡瓜とツナ
のサラダ・舞茸と肉の炒
め物

混ぜご飯・味噌汁・胡瓜と
春雨の酢の物・冷しゃぶ
サラダ・スｲートポテト

カレーライス・ニラ玉スー
プ・キャベツのシーチキン
和え・みかん、パイナップ
ル

稲荷寿司・きのこうどん・
ブロッコリーとトマトのサラ
ダ・キウイ、オレンジ

夕 カツ丼・味噌汁・漬物
ご飯・味噌汁・鶏肉ステー
キ・大根煮・オニオンサラ
ダ

親子丼・味噌汁・春雨サ
ラダ漬物

ご飯・鶏団子汁・ハンバー
グ水菜のサラダ・きんぴら
ごぼう

ご飯･味噌汁・豚キャベツ
炒め・マカロニサラダ・茄
子、ピーマン味噌炒め

ご飯・味噌汁・煮物・つく
ねの野菜あんかけ

ご飯・鮭シチュー・豚肉と
ゴボウの時雨煮・ほうれ
ん草の胡麻和え・みかん
(缶詰)
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朝
ご飯･味噌汁・ほうれん草
のシーチキン和え・かぼ
ちゃ煮

鶏五目ご飯・味噌汁・煮
物

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・も
やしと胡瓜の和え物・天カ
マ焼

ご飯･味噌汁・とろろ・焼
魚・かぼちゃ煮・海苔の佃
煮

ご飯・味噌汁･鮭焼魚・フ
キとひじきの炒め物・漬物

ご飯・味噌汁・ベーコンと
玉子のソテー・ワカメと胡
瓜の酢の物・大根と豚そ
ぼろ煮

ご飯･味噌汁・かぼちゃ
煮・白菜炒め・煮豆・昆布
の佃煮・桃ヨーグルト

昼
冷し中華・ワカメのおにぎ
り・ポテトサラダ・塩おで
ん

焼そば・中華スープ・おに
ぎり・フルーツとゼリーの
和え物

きつねそば・ザンギ(レタ
ス添え)・かぼちゃ団子

あんかけそうめん・稲荷
寿司・漬物

ご飯・ニラ玉スープ・和風
おろしハンバーグ・ポテト
サラダ・たくあん

ご飯･豚汁・ホッケ焼魚・も
やしと油揚げの酢の物・
たくあん

ミートスパゲッテイ・玉子
スープ・エッグサラダ

夕
ご飯･味噌汁･鶏の唐揚
げ・ﾌﾞﾛｯｺﾘーサラダ

生姜焼き丼・味噌汁・肉
じゃが・漬物

ご飯･味噌汁・煮物・胡瓜
サラダ・キャベツ炒め

牛丼・味噌汁・春雨サラダ
ご飯･味噌汁・塩鯖焼・ほ
うれん草のなめ茸和え・と
ころてん

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
ラーメンｻﾗﾀﾞ

ご飯･味噌汁･白身フライ
(ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､ﾄﾏﾄ添え)・ポテ
トサラダ・たくあん
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朝
五目ご飯･味噌汁・えのき
と天カマの玉子とじ・白菜
のお浸し・煮豆

ご飯・味噌汁・ウィンナー
入りスクランブルエッグ・
天カマとアスパラ炒め・煮
物

ご飯・味噌汁・焼きそば・
ベーコンとキノコの炒め
物・カブの漬け物

生姜ご飯・味噌汁・えのき
とベーコンの玉子とじ・漬
物・紫蘇味噌

ご飯･味噌汁・大根と天カ
マの煮物・胡瓜の浅漬
け・納豆

ご飯･味噌汁・煮豆・佃
煮・スクランブルエッグ・
焼魚

竹の子の混ぜご飯・味噌
汁･三つ葉とインゲンの胡
麻和え・かぼちゃ煮・紫蘇
味噌

昼
カレーライス・ザンギ・き
のこスープ・胡瓜の漬物・
ヨーグルトいちご

オムライス(ハッシュドﾋﾞｰ
ﾌ添え)・オニオンスープ・
中華サラダ

カレーソバ･ポテトサラダ・
ほうれん草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・から揚げ
(キャベツ添え)・ラデｲシュ
の酢の物

冷麦・桃、みかん
ご飯･味噌汁･挽肉、キノ
コ、白菜の炒め物・桃

焼そば・鮭おにぎり・ポテ
トサラダ・煮〆・大根スー
プ・さくらんぼ

夕
ご飯・味噌汁・天ぷら(ｴ
ﾋﾞ､ｶｽﾍﾞ､さつま芋、鶏肉、
茄子)

ご飯･味噌汁・プルコギ・
肉じゃが・煮豆

ご飯･味噌汁・竜田揚げ・
白菜と三つ葉の梅肉和
え・さくらんぼ、メロン

ご飯･味噌汁・ハンバー
グ・茄子とﾋﾟｰﾏﾝのケ
チャップ炒め・ほうれん草
のなま茸和え

ご飯･味噌汁・しゃぶしゃ
ぶ・漬物

親子丼・味噌汁・ほうれん
草のサラダ

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・漬物

28 29 30

朝
ご飯･味噌汁・玉子巾着・
ほうれん草のベーコンソ
テー・煮豆

ご飯･味噌汁・かぼちゃ
煮・ほうれん草煮・白菜焼

ご飯･味噌汁・玉子味噌・
ソーセージ・大根、鶏肉の
煮物

昼
ピラフ・ミネストローネ・大
根と水菜のサラダ・桃フ
ルーチェ

カレーライス(ゆで玉子付
き)・玉子スープ・マカロニ
サラダ・さくらんぼ

ちらし寿司・御吸い物・豚
肉の生姜焼き・トマトとブ
ロッコリーと玉子のサラダ

夕

ご飯･味噌汁･豚肉の生姜
焼き・ラーメンサラダ・み
かんとバナナのヨーグル
ト和え

混ぜご飯・味噌汁・サンマ
の梅煮・フキと天カマの煮
物

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・煮
豆･おでん(大根、生揚
げ)・ほうれん草の胡麻和
え
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