
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・鶏つ
くねブロッコリー・ソーセジ
の玉子とじ・フキの煮物・
バナナ

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・目
玉焼き・フキと天カマ炒
め・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・サバ
焼魚・スクランブルエッ
グ・大根と鶏肉の煮物・梅
干

ご飯、味噌汁、牛乳、納
豆、サンマ・蕗の煮物・玉
子焼・ほうれん草のお浸
し

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼魚・ほうれん草とベー
コン炒め・ウィンナー・シュ
ウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ焼魚・ハムとピーマンの
炒め物・和風スクランブル
エッグ・煮豆

昼
カレーライス・春雨サラ
ダ・バナナ、キウイ

かき揚げ丼・カニカマ・味
噌汁・煮豆・大根、鶏肉、
椎茸、ふきの煮物・ほうれ
ん草のお浸し

お弁当(玉子焼き、苺、フ
ランクフルと、ポテトサラ
ダハム巻き、エビ塩焼、
かぼちゃきんとん)

おむすび・醤油ラーメン・
麻婆茄子・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・天ぷらかま
ぼことじゃが芋の煮物・豚
肉の生姜焼(キャベツ,トマ
ト添え)

冷麦・稲荷寿司・さつま芋
の煮物・鶏肉のササミと
胡瓜のサラダ・みかん

夕
ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・芋と天カマの煮
物・小松菜のお浸し・煮豆

ご飯・味噌汁・かぶと挽肉
の煮物・ホッケ焼魚・ほう
れん草のお浸し・フルー
ツポンチ

鮭、トビッコ丼、味噌汁、
アスパラ、煮豆、漬物、胡
麻豆腐

ご飯・味噌汁・カスベの煮
漬け・肉じゃが・麻婆豆腐

ご飯・味噌汁・ホッケ、鱒
フライ・鶏ささみとトマトの
サラダ・アボカド、豆腐、
キャベツの油炒め

スープカレー・煮豆・ポパ
イサラダ・フルーツポンチ

7 8 9 10 11 12 13

朝
ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・天カマ炒め・梅・
シュウマイ・フルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・ウィンナー・ソー
セージ・煮豆・漬物・鮭焼
魚

ご飯・味噌汁・玉子焼き･
白菜のうま煮・えびシュウ
マイ・鯖塩焼

ご飯･味噌汁･牛乳・鮭焼
魚・ほうれん草のお浸し・
豚肉の生姜焼き・スクラン
ブルエッグ

ご飯･味噌汁・牛乳・メバ
ル焼魚・漬物・キャベツの
油炒め・ポテトサラダ・梅
干

生姜ご飯・味噌汁・玉子
焼き鮭焼魚・茄子焼・煮
豆・ほうれん草のお浸し

ご飯･味噌汁･牛乳･鯖焼
魚・かぼちゃ煮・目玉焼
き・漬物

昼
玉子丼・味噌汁・ニラの玉
子とじ・メンチカツ・黒豆・
フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・春雨サラ
ダ・かに玉・ほうれん草の
お浸し・みかん、梨

カレーライス・マカロニサ
ラダ玉子スープ・ニラの玉
子とじ・みかん、パイン

ちらし寿司・御吸い物・和
風ハンバーグ・フルーツ
ポンチ大根おろし

そば飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・煮豆・桃、パイン

塩ラーメン・鮭おにぎり・
チキンサラダ・漬物・フ
ルーツポンチ

ご飯･ミートボールのク
リーム煮・ジンギスカン
(ｷｬﾍﾞﾂ添え)じゃが芋と
ベーコンの蒸し煮

夕

ご飯・味噌汁・ほうれん草
入り玉子焼き・ウィン
ナー・さんま・キャベツ、天
カマの煮物・キウイフルー
ツ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・肉もやし炒め・茄子、
ピーマン揚げ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
キャベツと天カマの炒め
物・きのことベーコンの胡
椒炒め

中華丼・胡瓜、みかんの
酢の物・ポテトサラダハム
巻き

ご飯・味噌汁・牛乳・ポテ
トコロッケ・フキとわらびの
煮物・春雨サラダ・蒸し
キャベツ・トマト・なめ茸冷
奴

ご飯･味噌汁・サンマの塩
焼・肉じゃが・麻婆豆腐

ご飯･味噌汁・ほっけ焼
魚・ハムポテト・茄子、
ピーマン、キノコの玉子と
じ・トマト、ブロッコリー
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朝

ご飯･味噌汁・牛乳・目玉
焼きウィンナー・煮豆・
キャベツと天カマの煮物・
さんまの缶詰

ご飯･味噌汁･牛乳・かぼ
ちゃの煮物・ほうれん草
のお浸し鮭焼魚・ウィン
ナー

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼魚・玉子焼き・ウィン
ナー、ピーマン炒め・ニラ
玉子とじ

ご飯･味噌汁･牛乳･ホッ
ケ焼魚･梅紫蘇ひじき・さ
つま芋の煮物・天カマと
キャベツの炒め物・胡麻
豆腐

ご飯・味噌汁・ピーマンと
ベーコンの炒め物・目玉
焼き・鮭焼魚・かぼちゃ煮

ご飯･味噌汁･牛乳・さん
ま焼魚・納豆・ポテトサラ
ダ・玉子焼き・煮豆・漬物

ご飯･味噌汁･牛乳・茄子
焼・サンマの塩焼・ハムカ
ツ・黒豆

昼
親子丼・味噌汁・かぼちゃ
煮餃子・みかん

塩ラーメン・稲荷寿司・む
ね肉と胡瓜のサラダ・桃、
パイン

ご飯･味噌汁・かき揚げ・
大根鶏肉、椎茸の煮物・
胡瓜、人参サラダ

うどん・お稲荷さん・かぼ
ちゃの煮物・マカロニサラ
ダ

玉子海苔巻き・御吸い
物・冷麦・玉葱、ちくわ和
え・苺

そば飯・鶏団子スープ・豚
の甘辛炒め・かぼちゃ煮・
フルーツポンチ

キーマカレー・フライドポ
テトかぶの煮物・パイン、
みかん

夕

ご飯･味噌汁・キノコと
ベーコンの塩こしょう炒
め・キャベツと天カマの煮
物・玉子と挽肉の炒め物

カレーライス･温野菜サラ
ダ・ハッシュドポテト・コー
ン炒め

ご飯･味噌汁・スコッチ
エッグ芋団子・蒸しキャベ
ツ

漬物・味噌汁・赤魚焼魚・
フキと天ぷら炒め・ホイ
コーロ・ほうれん草のお浸
し

ご飯･味噌汁･春雨サラ
ダ・漬物・鯖焼魚・大根お
ろしのなめ茸和え

親子丼・味噌汁・芋と天カ
マの味噌煮・白菜のお浸
し

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・芋と天ぷらの煮
物・ほうれん草のお浸し・
胡麻豆腐
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朝
ご飯･味噌汁･牛乳・めぬ
き焼魚・玉子焼き・アスパ
ラのﾍﾞ-ｺﾝ炒め・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・ﾋﾟｰﾏﾝ、ベーコン炒
め・目玉焼き・かぶ、天カ
マ煮

ご飯･味噌汁・牛乳・玉子
焼き・紫蘇味噌・ハムポテ
ト・ワカメマヨネーズ・とろ
ろ芋・コロッケ

ご飯･味噌汁・牛乳・目玉
焼き・春巻き・かぼちゃ
煮・佃煮

ご飯･味噌汁･牛乳・鶏肉
の竜田焼・煮豆・チーズ
入りスクランブルエッグ・
ブロッコリーハム

ご飯･味噌汁･牛乳・豚
肉、ﾋﾟｰﾏﾝ炒め・紅鮭焼き
魚・シュウマイ・ホール
コーン炒め

ご飯･味噌汁･牛乳･かぼ
ちゃの煮物･ほうれん草
のお浸し・ホッケ焼魚・玉
子とウィンナーの炒め物

昼

ご飯･玉子スープ・焼肉
(豚、鶏肉、玉葱、ﾋﾟｰﾏﾝ、
茄子)・いちご、桃のフ
ルーツポンチ

ほうれん草の炒飯・ナポ
リタンスパゲッテイ・玉子
スープ・フルーツヨーグル
ト

うどん・お稲荷さん・かぼ
ちゃの煮物・冷しゃぶサラ
ダ・桃

カレーライス・ところてん・
キノコとトビッコ和え・白菜
の胡麻和え・煮豆

ご飯・味噌汁･ホッケ焼き
魚･漬物･春雨サラダ･煮
豆･天カマ、きのこ、ささぎ
の煮物

塩ラーメン・ワカメおにぎ
り・餃子・ハム巻きポテト

ちらし寿司・すまし汁・唐
揚げ茶碗蒸し・かぼちゃ
グラタン

夕
エビ重丼・三平汁・ささぎ
豆と芋の煮物・クラゲサラ
ダ

ご飯・味噌汁・サンマの塩
焼き・スパゲッテイサラ
ダ・トマト、ブロッコリー・
玉葱と椎茸の玉子とじ

ご飯・味噌汁・タラフライ・
豚肉の生姜焼・キノコと天
ぷら炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・ほっけ焼
魚・さつま芋の煮物・胡瓜
とワカメの酢の物・玉子の
中華炒め

混ぜご飯･冷麦･ポパイサ
ラダ・トマト・漬物

ご飯･味噌汁･白身のフラ
イ・白菜のお浸し・かぶと
挽肉の煮物

ご飯･味噌汁・きのこの炒
め物・玉葱と豚肉の炒め
物・温野菜
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朝

ご飯･味噌汁･牛乳・目玉
焼きﾋﾟｰﾏﾝ、茄子、ソー
セージ焼きもやしのお浸
し

ご飯･味噌汁･牛乳･鮭焼
魚・漬物・紫蘇味噌・玉子
焼き・キャベツと天カマの
煮物

ご飯・味噌汁･牛乳・メバ
ルの西京焼・玉子とほう
れん草の炒め物・ウィン
ナー・紫蘇味噌・芋と天カ
マの味噌煮

昼
エビ丼・味噌汁・ほうれん
草の胡麻和え・芋もち

うどん・稲荷寿司・かぼ
ちゃ煮･キャベツとハムの
サラダ・トマト・さくらんぼ

炒飯・味噌汁・春雨サラ
ダ・ほうれん草のお浸し・
みかん

夕

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
スパゲッテイ・鯖焼魚・ほ
うれん草のお浸し・ゆで玉
子

オムライス・味噌汁・胡麻
豆腐・フキと天カマの煮
物・もやしのナムル

ご飯・すり身汁・鮭ホイル
焼・煮豆・かぼちゃ煮・茄
子の煮浸し・ほうれん草
の玉子巻き
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