
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・紅
鮭・茄子焼・だし巻き玉
子・煮豆かぼちゃﾆﾝﾆｸ炒
め

ご飯･味噌汁・牛乳・鯖の
塩焼き・ほうれん草のな
め茸和え・目玉焼き・カニ
シュウマイ

ご飯･味噌汁・牛乳・和風
スクランブルエッグ・サン
マ焼魚・カニカマ・煮豆・
茄子焼

ご飯・味噌汁・牛乳・かぼ
ちゃ煮・目玉焼き・ﾋﾟｰﾏﾝ
とハムの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き玉子・きのことベーコ
ン炒め・ホッケ焼魚・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・カ
レーコロッケ・鮭・紫蘇味
噌・みかん・玉子焼き・ちく
わの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・茄
子、ﾋﾟｰﾏﾝのピリ辛炒め・
ささぎ豆と芋の煮物・野菜
入り玉子焼き・ホッケ焼
魚・柿

昼

煮込鍋ラーメン・かぼちゃ
の甘煮・おにぎり・ほうれ
ん草、オリーブオイル掛
け

ご飯･味噌汁･カスベの唐
揚げ・ﾎﾟﾃﾄサラダ・ささげ
の胡麻和え・胡瓜の漬物

漬けマグロにぎり寿司・玉
子、トビッコ寿司・いなり・
うま煮・かぼちゃ金時・生
酢

そば・おにぎり・かぼちゃ
の煮物・ほうれん草、人
参、椎茸

カレーライス・玉子スー
プ・レンコンのきんぴら・マ
カロニサラダ

ご飯・かぼちゃの甘煮・胡
瓜とわかめの酢の物・大
根の肉味噌かけ

うどん汁・おいなりさん・
豚冷しゃぶ・漬物

夕
ご飯・味噌汁･煮込みハン
バーグ・大根と天カマ煮・
野菜炒め

ｴﾋﾞ丼・味噌汁・白菜の梅
肉和え・揚げ芋

ご飯･照焼きチキン・味噌
汁・胡瓜とツナの酢の物・
ほっけ焼魚・天カマと茄子
の味噌煮

ご飯・味噌汁・カスベの唐
揚げ・子和え・餃子・小松
菜のお浸し

三色丼・味噌汁・生酢・煮
豆白菜のお浸し・柿

タラ鍋・おにぎり・柿

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・ささげと天カマの
煮物・コーンの炒め物・ほ
うれん草のナムル
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ソー
セージの玉子とじ・さんま
の蒲焼・紫蘇味噌・煮豆・
茄子の味噌炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・紅
鮭・天カマと竹の子の煮
物・目玉焼き・ウィンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・かぼ
ちゃの煮物・サンマの蒲
焼・えのきとベーコンの
塩、胡椒炒め・スクランブ
ルエッグ

ご飯・味噌汁・ジュース・
オムレツ・ウィンナー・紅
鮭焼魚・さんま、芋煮

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ・ほうれん草のお浸し・
カニカマ・玉子焼き・茄子
と油あげの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・ﾋﾟｰﾏﾝとハ
ムの炒め物・ホッケ焼魚・
ｼｭｳﾏｲ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鮭焼魚・チキンナ
ゲット・かぼちゃ煮

昼

ご飯・味噌汁・大根と挽肉
の煮物・鯖焼魚・ほうれん
草のお浸し・きのことベー
コンの炒め物

三色丼・味噌汁・白菜と椎
茸の和え物・煮物

親子丼・味噌汁・揚げ芋・
グリーンアスパラ・白菜の
甘酢漬け

カツ重・中華スープ
ご飯・豚汁・もやしと胡瓜
の酢の物・餃子

おにぎり・ナポリタン・肉
団子スープ・ほうれん草と
ベーコンのオリーブかけ
サラダ・ﾎﾟﾃﾄサラダ

牛丼・豚汁・ポパイサラ
ダ・フルーツポンチ

夕
ご飯・味噌汁・マカロニグ
ラタン・エビチリ・肉じゃが

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・ニ
ラの玉子とじ・じゃが芋と
天カマの煮物

天丼(ｴﾋﾞ､ﾅｽ､ﾋﾟｰﾏﾝ､かき
揚げ)・御吸い物・煮豆・漬
物

ご飯・味噌汁・刺身・ﾎﾟﾃﾄ
サラダ・トマト、レタス、胡
瓜

生姜ご飯・味噌汁・スコッ
チエッグ・ｽｳｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ・白
菜のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・豚肉と白菜の酒
蒸し・フキと大根の煮物

ご飯・味噌汁・サンマの煮
漬け・中華あんかけ・煮
豆・漬物・大根おろし・人
参
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・紫蘇
味噌・目玉焼き・納豆・野
菜の天ぷら・セロリの漬
物・柿

ご飯・味噌汁・牛乳・紫蘇
味噌・鯖の味噌煮・目玉
焼き・えのきとベーコン炒
め・茄子と天カマの味噌
煮

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚・かぼちゃの煮物・ニラ
の玉子とじ

ご飯・味噌汁・牛乳・時鮭
焼魚・ウィンナー・かぶと
里芋、天カマ煮・玉子焼
き・コロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・つく
ね・かぼちゃ団子・キャベ
ツと天カマの煮物・ソー
セージの玉子とじ

ご飯・味噌汁・牛乳･サバ
塩焼き・かぼちゃ煮・佃
煮・目玉焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・漬物・天カマの生姜
焼き・キャベツ、ちくわ、キ
ノコ、炒め・カニカマ・昆布
の佃煮鮭焼き魚

昼
キーマカレー・野菜スー
プ・ﾎﾟﾃﾄサラダ・ワカメとキ
ノコの酢の物・柿

野菜塩ラーメン・お稲荷さ
ん・かぼちゃのそぼろ煮・
ささげの胡麻和え

天ぷらうどん・鮭おにぎ
り・黒豆・レタス・ﾎﾟﾃﾄｻﾗ
ﾀﾞ・ゆで卵

焼そば・おにぎり・水餃
子・野菜スープ・大根とワ
カメの酢の物・黄桃

ご飯・味噌汁・じゃが芋と
人参の煮物・さつま芋の
巾着

ご飯・味噌汁・キャベツと
天カマの煮物・ホッケ焼き
魚・豚肉の生姜焼き・柿

栗チラシ寿司・豚汁・サン
マ甘露煮・かぼちゃ巾着・
柿

夕
ご飯・味噌汁・鮭焼魚・子
和え・照焼きチキン・キャ
ベツ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草のお浸し・サン
マ焼魚・きのことベーコン
の胡椒炒め

カレーライス・筑前煮・ﾎﾟﾃ
ﾄサラダ・みかん

ｴﾋﾞ丼・味噌汁・かぼちゃ、
ソーセージの天ぷら・ほう
れん草のツナ和え

ご飯・味噌汁・ホイコー
ロー・刺身(えび、マグロ)・
揚げと小松菜の煮浸し

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・漬物・卵焼き・明太
子・スパゲッテイ・昆布の
佃煮

三食ライス・味噌汁・じゃ
がいもと玉ねぎと人参の
炒め煮・芋団子と白菜の
鶏がら煮・きゅうりの浅着
け
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・鮭焼き魚・ウィンナー・
昆布巻き・八朔

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・とろろ芋・漬物・
煮豆しそわかめ・じゃが芋
とひき肉の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・昆布巻き・ほうれん
草とベーコンの炒め物・
サバ焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・しゅう
まい・ホッケ焼き魚・納
豆・天カマとふきの煮物・
卵焼き・カニカマ

ご飯・味噌汁・牛乳・メバ
ルの西京焼き・ソーセー
ジの卵とじ・キャベツの煮
物・ほうれん草とトビッコ
の和え物

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マのかば焼き・オムレツ・
筑前煮・茄子焼き・柿

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・小松菜とベーコン炒
め・カボチュ煮・ウィン
ナー

昼
生寿司・お吸い物・漬物・
茶碗蒸し

海老丼・味噌汁・山芋お
好み焼き風・スィートポテ
トサラダ

ご飯・味噌汁・青椒肉絲・
ナムル・小吹芋

ご飯・味噌汁・かぼちゃと
肉の煮物・芋サラダ・赤魚
の西京焼き(白菜添え)

ご飯・味噌汁・めぬき焼き
魚ほうれん草和え・キウ
イフルーツ

海老天丼・ほうれん草、
白菜のお浸し・トマト、ポ
テトサラダ

ご飯・味噌汁・味噌煮物・
サバのおろし添え・長芋
の酢の物

夕
ご飯・ソーメン汁・かぼ
ちゃの煮物・漬物・茄子と
ひき肉の炒め物・柿

タラ鍋・おかかおむすび・
漬物

ご飯・味噌汁・スコッチ
エッグブロッコリー・人参
サラダ・もやし炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・玉ねぎの
卵とじ・厚揚げの煮物・ホ
イコロー・宗八焼き魚

イカ飯・豚汁・南瓜煮・茄
子のピリ辛炒め・柿

おにぎり・うどん・キャベツ
のあんかけ炒め・漬物

ご飯・味噌汁・餃子・もや
しのナムル・揚芋
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ焼き魚・ほうれん草の
炒め物・天カマ・茄子焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・煮豆・鮭・漬物・しそ味
噌・ほうれん草、ベーコン
炒め

昼

親子丼・味噌汁・切干大
根の煮物・もやしとわか
めの酢の物・バナナ、み
かん

ご飯・コンソメスープ・ハン
バーグ・ほうれん草とベー
コンのソテー・ポテトサラ
ダ・黄桃

夕
カレーライス・ほうれん草
のお浸し・カニカマ・煮豆・
豆腐、シイタケの煮物

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・茄子とピーマンの味
噌炒め・きゅうりの酢の
物・ホッケ焼き魚
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