
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
おじや・味噌汁・たらこ煮・
煮豆

ご飯・味噌汁・じゃが芋、
ベーコンの炒め物・かぼ
ちゃそぼろあんかけ・キャ
ベツの梅肉和え

山菜ごはん・味噌汁・ホッ
ケ焼き魚・煮物

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・煮豆・すじこ・漬物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
蕗の煮物・サラダ

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ、しめじ炒め・天カマ、
茄子の煮物・ほうれん草
のトビッコ和え

昼

カレーライス・ふきと竹の
子の煮物・茄子とピーマ
ンの味噌炒め・小松菜と
玉子のスープ

混ぜご飯・から揚げ・キャ
ベツの味噌煮・みかんとｷ
ｳｲフルーツ

恵方巻・海老のスープ・ト
マトサラダ・南瓜の煮物

親子丼・味噌汁・胡瓜の
漬物

ご飯・味噌汁・焼きうど
ん・がんもと茄子の煮物・
フルーチェ

ご飯・味噌汁・コロッケ・春
雨サラダ・大根、天ぷらの
煮物・みかん

夕
豚丼・味噌汁・マカロニサ
ラダ・もずく

ご飯・味噌汁・チャー
シュー・煮物・水菜とハム
の

チキンタルタル丼・味噌
汁・中華サラダ

ご飯・豚汁・きんぴらごぼ
う・りんご

豚丼・味噌汁・天カマ、大
根煮・たくあん

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ひじきの煮物・胡瓜と長い
もの梅肉和え
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朝
ご飯・味噌汁・サンマの蒲
焼・大根と天カマの煮物・
ほうれん草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
鮭焼き魚・舞茸とベーコン
の炒め物・大根と天カマ
の煮物・カニカマ

ご飯・味噌汁・天カマと蕗
の炒め煮・納豆・鮭焼き
魚・フルーチェ

ご飯・すまし汁・スクラン
ブルエッグ・茄子の煮物・
白桃

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ホッケ焼き魚・たくあん・
納豆

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
サンマの蒲焼・ウィン
ナー・ハムとピーマンの炒
め物・南瓜のそぼろあん
かけ煮

ご飯・味噌汁・レンコンと
揚げの豆腐の炒め物・ほ
うれん草とベーコンの醤
油炒めしば漬け昆布

昼
五目うどん・鮭とわかめ
のおにぎり・みかん

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
ポテトサラダ・大根と鶏肉
の煮物・白桃

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
たくあん・みかん

ご飯・味噌汁・鶏のかき揚
げ・煮物・みかん、白桃

カレーライス・玉子スー
プ・大根と鶏肉の煮物・豆
腐と長いものサラダ・フ
ルーチェ

ご飯・お鍋(豚肉、鶏肉、し
めじ、ニラ、葱、もやし、シ
イタケ、白菜、揚げ豆腐)

ミートスパゲッテイ・レタス
サラダ・中華スープ

夕
ご飯・玉子スープ・チーズ
入りハンバーグ

生寿司(マグロ、えび、さ
ば)・お稲荷さん・お吸い
物・煮物・海老と茄子のチ
リソース・スナックえんどう
のサラダ

ご飯・味噌汁・かれいの
煮つけ・アボカドとモッツｱ
レラのサラダ・ウドと葱の
酢味噌和え

ご飯・味噌汁・レンコン、
天カマ炒め・カスベ煮・玉
ねぎ、肉団子煮

ご飯・味噌汁・茄子と天カ
マの味噌煮・ツボ鯛の焼
き魚・肉じゃが

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚胡瓜と長いもの梅肉和
え・大根と豚肉の煮物

生姜焼き丼・味噌汁・ほう
れん草のお浸し・大根の
煮物
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朝
ご飯・味噌汁・大根の煮
物・もずく酢・ホッケ焼き
魚

おじや・味噌汁・大根の煮
物・煮豆

ご飯・味噌汁・サンマ焼き
魚・豚肉とキャベツの炒
め物・南瓜煮・たくあん

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・サンマの蒲焼・
南瓜の煮物・カニカマ

ご飯・味噌汁・炒め納豆・
厚焼き玉子・煮豆・ウィン
ナー

ご飯・味噌汁・小松菜の
ベーコン炒め・蕗の煮物・
水菜のサラダ

ご飯・味噌汁・大根とそぼ
ろあんかけ煮・白菜のお
浸し・紅じゃこ・たくあん

昼
ご飯・味噌汁・チーズハン
バーグ・大根の煮物・茄
子とピーマンの味噌炒め

かしわそば・ほうれん草
の胡麻和え・鮭とわかめ
のおにぎり・フルーツの
ヨーグルト和え

ソーメン汁・じゃこのおに
ぎり・揚げと蕗の炒め物・
水菜とコーンのサラダ

ご飯・舞茸、玉子スープ・
煮込みハンバーグ・長い
も、鶏肉、人参の煮物・バ
ナナと桃のヨーグルト和
え

ご飯・舞茸、ピーマン、春
雨のスープ・豚肉の生姜
焼き・長いも、人参、ツナ
の煮物・マカロニサラダ

カレーライス・スープ・長
芋、わかめ、胡瓜のサラ
ダ・煮物・黄桃

牛丼・味噌汁・さつま芋と
大根の煮物・洋ナシ

夕
ご飯・味噌汁・チャンチャ
ン焼き・ニラの和え物・た
くあん

ご飯・玉子スープ・焼き餃
子・長いもと梅の和え物・
煮物

混ぜご飯・味噌汁・野菜
炒め・鶏肉と大根の煮物・
ポテト・ハム巻き

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・ポテトサラダ・ピーマ
ン、ベーコン炒め

ご飯・味噌汁・おでん・たく
あん

塩ラーメン・おにぎり・たく
あん・南瓜の煮物・ほうれ
ん草のお浸し

チラシ寿司・肉団子の甘
あんかけ・ほうれん草の
にんにく油かけ・煮物
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朝
ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・ほうれん草のトビッコ
和え・大根と竹の子の煮
物

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・ポテト・さつま芋煮・納
豆・漬物

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・キャベツとベー
コン炒め・ミートボール

おじや・味噌汁・竹の子の
煮物・たくあん

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
ウィンナー焼き・漬物・昆
布巻き

ご飯・味噌汁・鶏肉炒め・
南瓜の煮物・タラコ・煮豆

昼
塩ラーメン・おにぎり・トマ
トとピーマンのサラダ

ご飯・味噌汁・天ぷら・マ
カロニサラダ

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
白菜のお浸し・ほうれん
草の胡麻和え・みかん

ご飯・味噌汁・春巻き・コ
ロッケ・ちぎりレタス・長
芋、人参、さつま芋の煮
物

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・たらのムニエル・子和
え

ご飯・味噌汁・レンコンと
白滝の煮物・ハンバー
グ・おくら納豆

ご飯・味噌汁・焼きそば・
蕗と天カマの煮物・胡瓜、
ハムツナのサラダ

夕
ご飯・味噌汁・カスベ煮・
玉子包み揚げ・アスパラ
サラダ

ご飯・南瓜の煮物・鶏肉と
たらの胡麻たれ鍋・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・切り昆布と
天ぷらの炒め物・ニラ玉
炒め里芋

天丼・味噌汁・蕗の煮物・
いちご

ご飯・味噌汁・刺身(しめ
鯖、海老)・白菜とシーチ
キンのお浸し・ニシンの漬
物

三食丼・味噌汁・大根と天
カマの煮物・ほうれん草
のなめ茸和え

中華丼・スープ・ニラの玉
子とじ・里芋の煮物
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朝
ご飯・味噌汁・納豆・大根
の煮物・ほうれん草の和
え物・たくあん

ご飯・味噌汁・ひじき入り
納豆・いわしの甘露煮・昆
布・漬物・煮物

昼
親子丼・味噌汁・ほうれん
草とちくわのなめ茸和え・
八朔

ミートスパゲッテイ・玉子
スープ・キャベツの梅肉
和え南瓜の煮物

夕

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・水菜と大根のサラダ・
ポパイサラダ・もつとニラ
の炒め物

ご飯・味噌汁・大根、豚肉
の煮物・大学芋・たくあ
ん・茄子、ピーマンの味噌
煮
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