
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・鮭焼
魚きのことほうれん草の
バター炒め・伊達巻・目玉
焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・煮豆・ニラ、ウィン
ナー炒め・スクランブル
エッグ・ハムカツ・春巻き・
わさび菜

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ミートボール・厚揚
げとじゃが芋の味噌煮・
紫蘇巻き味噌・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚・えのきとほうれん草和
え・目玉焼き・かぼちゃ
煮・煮豆

ご飯･味噌汁･牛乳･みか
ん･キャベツと天カマのカ
レー炒め・メンチボール・
紫蘇味噌・三つ葉のお浸
し

ご飯･味噌汁･牛乳・ホッ
ケ焼魚・大根味噌煮・だし
巻き玉子・ナス炒め・ニラ
の玉子とじ煮豆・バナナ

ご飯･味噌汁・牛乳･目玉
焼き鯖の塩焼き・豚肉とも
やしのあんかけ・佃煮

昼

ご飯・味噌汁・大根、鶏
肉、天カマ、椎茸の煮物・
豚肉のしゃぶしゃぶ・煮
豆・焼肉大根おろし

ご飯・味噌汁・和風煮込
みハンバーグ・野菜炒め・
豆腐サラダ

そば汁・玉子焼き・トビッ
コ、ハム、胡瓜の和え物・
煮豆

塩ラーメン・おにぎり・じゃ
が芋と挽肉の煮物・筑前
煮・煮豆

うどん汁・稲荷寿司・大根
と人参と鶏肉の煮物・煮
豆・フルーツポンチ

カレーうどん・ご飯・なす
焼・白菜のお浸し・トマト

うどん・カニカマ・稲荷寿
司・唐揚げ・温泉玉子・煮
豆・ほうれん草のお浸し

夕
スープカレー・ゆで卵・煮
豆生ハムサラダ・みかん

中華丼・味噌汁・かぼちゃ
煮鯖焼魚・みかん

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじカスベの煮漬け・八宝
菜

ご飯･味噌汁･豚しゃぶ
しゃぶ大根おろし・天カ
マ、大根、きのこの煮物・
サンマ焼魚・カニカマ入り
玉子焼き

焼そば・ご飯・煮豆・漬
物・ふかし芋・みかん

ご飯･味噌汁･煮豆・めぬ
きの西京漬け・煮こみハ
ンバーグほうれん草のナ
メタケ和え

キーマカレー・玉子スー
プ・かぼちゃの煮物・キャ
ベツとハムのサラダ・フキ
と天カマの炒め物・フルー
ツポンチ
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朝

ご飯･味噌汁・牛乳・かぼ
ちゃ煮物・春巻き・鮭焼
魚・スクランブルエッグ・
煮豆

ご飯･味噌汁・牛乳・サン
マの缶詰・煮豆･チーズ入
り玉子・漬物・さつま芋の
天ぷら・紫蘇味噌

ご飯･味噌汁･牛乳・ミート
オムレツ・ふきと天カマの
煮物紫蘇巻味噌・たくあ
ん・煮豆

ご飯･味噌汁･牛乳・目玉
焼き鮭焼魚・ウィンナー・
佃煮

ご飯･味噌汁･牛乳･鮭･ト
マト・紫蘇味噌・玉子焼
き・じゃが芋の煮物・ほう
れん草のお浸し・漬物

生姜ご飯･味噌汁･鯖焼
魚･フキと天カマの煮物・
ソーセージの玉子とじ

ご飯･味噌汁･牛乳･紅鮭
焼魚・ささぎ豆と芋の煮
物・だし巻き玉子・温キャ
ベツ

昼
鶏天丼・味噌汁・ほっけす
り身団子・キャベツの油
炒め

ソースカツ丼・味噌汁・フ
ライドポテト・さつま芋サラ
ダ

そば・おにぎり・煮豆・か
ぼちゃの煮物・もやしの玉
子とじ・ほうれん草のお浸
し

親子丼･味噌汁・きんぴら
ごぼう・大根、きゅうりの
酢の物

ほうれん草の炒飯・ナポ
リタンスパゲッテｲ・かぼ
ちゃの煮物・玉子スープ・
煮豆・トマト

ご飯･味噌汁・スコッチ
エッグ芋団子・胡瓜の酢
の物・蒸しキャベツ・トマ
ト・みかん

塩ラーメン・胡麻おにぎ
り・サラダ・ハンバーグ・み
かん

夕

ご飯･味噌汁・鯖焼魚・煮
豆･豚肉と玉ねぎの生姜
焼・ポテトサラダ・カニカ
マ・大根のしらす和え

ハヤシライス・餃子スー
プ・ラーメンサラダ・アメリ
カンドッグ

ご飯･味噌汁･カスベの煮
漬け･フキとツナの炒め・
八宝菜・肉豆腐・肉じゃが

カレーライス・玉子スー
プ・キャベツ、胡瓜、ハム
のサラダ・煮豆・キウイフ
ルーツ・トマト

おにぎり・ラーメン鍋
手まり寿司・味噌汁・生
酢・かすべの煮漬け・イチ
ゴ

ご飯･味噌汁・ラーメンサ
ラダ肉じゃが・茄子とピー
マンの味噌炒め
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朝

ご飯･味噌汁・牛乳・カレ
イのみりん漬け・かぼちゃ
の煮物・生酢・とろろ芋・
ほうれん草のお浸し

ご飯･味噌汁・牛乳・和風
スクランブエッグ・鶏肉の
竜田焼サンマの蒲焼・煮
豆・とろろ芋・バナナ

ご飯･味噌汁・ニラの玉子
とじ鯖焼魚・紫蘇巻味噌・
ウィンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・梅
干・ホッケ焼魚・トマト・玉
子焼き・紫蘇味噌・煮豆・
おから・炒め納豆

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・スクランブエッグ・
ソーセジ炒め・胡瓜、大根
おろし・バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・ソー
セージの玉子とじ・鶏つく
ね・切昆布・とろろ芋・バ
ナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・サバ
焼魚・ウィンナー・餃子・
煮豆

昼

エビ入りかき揚げ丼・味
噌汁かぼちゃと天カマの
煮物・生酢・フルーツポン
チ

ご飯･味噌汁・タラのフラ
イ(ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ添え)・大根、
人参、鶏肉の煮物・サラ
ダうどん

牛丼・味噌汁・ベーコン入
りスクランブルエッグ・さ
つま芋の煮物

親子うどん・かぼちゃの煮
物ミニおにぎり・舞茸の炒
め物

メンチカツ丼・味噌汁・ほ
うれん草胡麻和え・みか
んと白桃

オムライス・春雨スープ・
煮豆キャベツ、胡瓜、ちく
わのサラダ・フルーツポン
チ

醤油ラーメン・おにぎり・
かぼちゃの煮物・豚肉の
生姜焼き・人参とキャベツ
のサラダ

夕
鮭ちらし･味噌汁・春雨サ
ラダ白菜と油揚げの炒め
物

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
赤魚焼魚・白菜のお浸し・
煮豆

ご飯・味噌汁・大根、鶏
肉、しいたけの煮物・オム
レツ・煮豆・インゲンの胡
麻和え

ビーフカレー・生酢・玉子
スープ・白菜胡麻和え・フ
ルーツ

ご飯・宗八焼魚・豚汁・茄
子焼・もやしの炒め物

ご飯・味噌汁・フキと天ぷ
らの煮物・煮こみハン
バーグ・かぼちゃ煮

ご飯・味噌汁野菜天ぷら・
ほうれん草と大根おろし
の和え物・かぼちゃの煮
漬け・鮭・イチゴ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・ほうれん草とハムの
バター炒め・カニカマ・紫
蘇味噌サンマの缶詰・
じゃが芋の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・スクランブルエッ
グ・里芋と大根の煮物・
ウィンナー・みかん

ご飯・味噌汁・牛乳・サバ
焼魚・ベーコンエッグ・ナ
スの味噌炒め・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・玉葱
とハムの炒め物・サンマ
の蒲焼・芋と天カマの煮
物・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚・スクランブエッグ・伊
達巻・かぼちゃの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
魚子会え・紫蘇味噌巻き・
目玉焼き・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・紅
鮭・茄子炒め・ピーマン、
きのこ炒め・ニラ生卵和
え・紫蘇味噌

昼
かしわそば・鮭おにぎり・
ひじきの巾着煮・ナスの
味噌炒め

カレーライス・かぼちゃの
煮物・玉子スープ・フルー
ツポンチ

親子丼・すり身汁・白菜の
梅肉和え・煮豆・たくあ
ん・黄桃

ソーメン汁・お稲荷さん・
ワカメとオホーツクの酢の
物・煮豆・みかん

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
マカロニサラダ・ほうれん
草とナメタケ和え・胡瓜

ちらし寿司・ソーメン汁・
鶏の唐揚げ・トマト・蒸し
キャベツ

ご飯・味噌汁・生姜焼き風
炒め・千切りキャベツ・カ
ニカマ・胡瓜・ほうれん草
のお浸し・みかん

夕

生ちらし寿司・ベーコンと
ほうれん草のオリーブ炒
め・ニラと黄身和え・イチ
ゴ

ご飯・味噌汁・赤魚焼・豚
肉の生姜焼・春巻き・漬
物

たらと鶏つくね・鍋・おに
ぎり

五目ご飯・味噌汁・豚肉と
キャベツの炒め物・大根
と人参と天カマの煮物・さ
つま芋の煮物

ネギトロ丼・味噌汁・温野
菜とオニオンコロッケ・ハ
ム巻きサラダ・玉子サンド
ハムカツ・トマト

ネギトロ丼・味噌汁・温野
菜とハム巻きサラダ・オニ
オンコロッケ・トマト・玉子
サンドハムカツ

ご飯・味噌汁・豚しゃぶ
しゃぶ味噌おでん・煮豆・
紫蘇味噌

朝

昼

夕
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