
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・アスパラ。
ベーコン炒め・スクランブ
ルエッグ・レタス、トマトの
サラダ

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・目玉焼き・揚げともや
しの炒め物・トマト、キュ
ウリのサラダ

ご飯・味噌汁・鶏のささみ
炒め・里芋と天カマの煮
物・シーチキンサラダ

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ホッケ焼き魚・
南瓜の煮物・レタスとトマ
トと生ハムのサラダ・ウィ
ンナー

ご飯・味噌汁・大根煮・玉
子豆腐・サバ焼き魚

ご飯・味噌汁・レタス、
コーンのサラダ・もやし、
ベーコン炒め・牛肉のしぐ
れ煮・胡瓜の漬物

ご飯・味噌汁・ナゲット・ト
マトと豆腐のサラダ・煮
物・麻婆茄子

昼
カレーライス・スープ・天カ
マ煮・茄子の照り焼き・ご
飯

混ぜご飯・味噌汁・生姜
焼き・ほうれん草の胡麻
和え・煮物

味噌ラーメン・梅おにぎ
り・茄子とインゲンの味噌
煮・南瓜の煮物

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・とろろ梅肉和え・天カ
マ大根煮・みかん、洋ナ
シ

カレーライス・ポトフ・アボ
カドサラダ

親子丼・青梗菜のスープ・
胡瓜とアスパラサラダ・大
根の煮物・もやしの炒め
物

ご飯・オニオンスープ・サ
イコロステーキ・野菜炒
め・胡麻和え・マカロニサ
ラダ

夕
ご飯・お吸い物・海老サラ
ダいちご

ご飯・味噌汁・カレーコ
ロッケ・もやしの梅和え・と
うふとトマトのサラダ

ご飯・味噌汁・塩サバ焼き
魚・煮しめ・煮豆・ピーマ
ン、ベーコン炒め

親子丼・味噌汁・さつま芋
のサラダ・かぶと天カマの
煮物

ご飯・味噌汁・肉豆腐・ほ
うれん草のなめ茸和え・
茄子、天カマ炒め

炒飯・味噌汁・サバ焼き
魚かぶと椎茸の煮物・生
姜焼き

ご飯・味噌汁・刺身(マグ
ロ、サーモン、〆鯖)・蕗、
天カマ煮・ラーメンサラ
ダ・もやし梅肉和え
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朝
ご飯・味噌汁・白菜の酒
蒸し・里芋煮・もずく・ほう
れん草のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・ウィンナー
入りスクランブルエッグ・
レタス、アボカドサラダ・
紫蘇味噌・南瓜煮・桃ヨー
グルト

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・レタスサラダ・肉のキ
ムチ焼き胡麻豆腐

ご飯・味噌汁・オムレツ・
鯖焼き魚・ささみと胡瓜の
サラダ・煮物(大根、人
参、椎茸)・みかん

ご飯・味噌汁・キャベツ、
ベーコンの卵とじ・南瓜の
煮物・水菜、生ハムのサ
ラダ

ご飯・味噌汁・納豆・もや
しと胡瓜のサラダ・煮豆・
煮物・ほうれん草とウィン
ナーの炒め物

ご飯・味噌汁・南瓜煮・青
梗菜、ウィンナー炒め・
シュウマイ・レタスサラダ

昼

ご飯・三つ葉のスープ・さ
さみフライ、野菜和え・ポ
テトサラダ・苺のヨーグル
ト和え

ご飯・舞茸、ニラのスー
プ・ハンバーグ・胡瓜とア
ラスカとコーンのサラダ・
蕗の煮物

ご飯・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・ホイコーロ・フルー
チェ

牛丼・もやしのスープ・ほ
うれん草のお浸し・蕗の
煮物・キャベツと人参の
炒め物

ご飯・豚汁・ササギと人参
とちくわの煮物・ハンバー
グ・アスパラとハムとカニ
風味のサラダ

ご飯・味噌汁・タラのフラ
イ・きんぴらごぼう・漬物

鶏肉丼・竹の子と白滝の
煮物・アスパラサラダ・お
にぎり

夕
ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮きんぴらごぼう・里芋
煮・キャベツ、しめじ炒め

ご飯・味噌汁・豚肉の冷
しゃぶ・茄子とベーコン炒
め・煮豆・たくあん

ご飯・味噌汁・豚ひき肉、
茄子、レンコンの味噌炒
め・ポテトサラダ・大根、
天カマ煮・揚げ納豆

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
胡瓜の漬物・ひじきの煮
物・餃子

カレーライス・スープ・長
芋のサラダ・メロンフルー
チェ

ご飯・味噌汁・めぬきの西
京漬け・芋甘味噌煮

ご飯・味噌汁・やかかけマ
グロ・レタスサラダ・ホイ
ル焼き
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朝
ご飯・味噌汁・天カマ焼
き・蕗の煮物・ほうれん草
のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・塩サバ焼
き・レタスと玉子のサラ
ダ・ほうれん草のベーコン
炒め

ご飯・味噌汁・たくあん・
里芋煮・レタスサラダ・も
ずく酢煮豆

ご飯・味噌汁・大根、豚肉
の煮物・ほうれん草のお
浸し・レタス、胡瓜、ﾄﾏﾄの
サラダ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
南瓜煮・煮豆・ウィンナー

ご飯・味噌汁・里芋とちく
わ煮・胡瓜サラダ・白菜蒸
し

ご飯・味噌汁・サバ味噌
煮・大根と鶏肉の煮物・ほ
うれん草のお浸し・水菜と
玉子のサラダ

昼
塩ラーメン・ご飯・水菜と
ハムのサラダ・人参、じゃ
が芋の煮物・フルーツ

混ぜご飯・ホイコーローと
白菜炒め・玉ねぎスープ・
竹の子の煮物・パイン

ご飯・味噌汁・とろろ・煮
物・茄子とひき肉の炒め
物・サラダ・フルーチェ

おろしきのこスパゲッテ
イ・キャベツと玉子のスー
プ・茄子と天カマの煮物・
ポテトサラダ・八朔

ご飯・おにぎり・味噌ラー
メン・大根の煮物・たくあ
ん・みかん

具だくさんうどん・おにぎ
り・たくあん・小松菜の胡
麻和え・みかん、パイン

ご飯・オニオンスープ・竹
の子と蕗の煮物・マカロニ
サラダ

夕
親子丼・味噌汁・さつま芋
のサラダ・キャベツ、小松
菜漬け

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
ニラ玉炒め・煮物・漬物・
みかん

カレーライス・コーンポ
タージュ・ポテトフライ・ア
スパラとトマト

ご飯・味噌汁・ポパイサラ
ダ・ナムル・豚肉麹塩炒
め・胡瓜の浅漬け

中華丼・スープ・ほうれん
草のお浸し・芋と天カマの
煮物・パイン、桃

クリームオムライス・白菜
と舞茸のスープ・ピーマン
とベーコン炒め・八朔

ご飯・味噌汁・胡瓜の酢
味噌和え・鶏牛蒡煮・サ
バ味噌煮

22 23 24 25 26 27 28

朝
ご飯・味噌汁・焼き魚・煮
物漬物・ハムサラダ

ご飯・味噌汁・南瓜煮・茄
子とピーマン味噌炒め・
サラダ

ご飯・味噌汁・ピーマン、
鶏肉の醤油マヨ炒め・大
根と天カマの煮物・レタ
ス、トマトのサラダ

ご飯・味噌汁・煮物・サン
マの蒲焼・ハム・トマト

ご飯・味噌汁・ひじきの煮
物・カニカマ・スクランブル
エッグ・サラダ・シュウマ
イ・角煮

ご飯・味噌汁・ベーコン
エッグ・煮物・豆腐・ほう
れん草のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・紫蘇味噌・たくあん・ゆ
で卵・かぶ、天カマ煮・レ
タスとミックスベジタブル
のサラダ

昼
お稲荷さん・そうめん・ニ
ラ玉・アスパラと人参のサ
ラダ

ご飯・味噌汁・レタスサラ
ダ・白菜蒸し・鮭焼き・漬
物

ご飯・豚汁・から揚げ・野
菜炒め・大根と煮物・ほう
れん草の胡麻和え

カレーライス・アスパラと
天ぷらの煮物・煮豆・水
菜とトマトのサラダ・水菜
と玉子のスープ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
和え物・バナナヨーグルト

ご飯・豚汁・コロッケ・キャ
ベツのコールスロー・筑
前煮・みかん缶

わかめご飯・ポテトサラ
ダ・インゲンと天カマ煮・
そうめん・みかんゼリー

夕
ご飯・味噌汁・ホイコー
ロー麻婆豆腐・ラーメンサ
ラダ・たくあん

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
蕗煮・玉ねぎサラダ

ご飯・味噌汁・焼肉・タラ
のホイル焼き

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・煮物・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・カスベの煮
付・わらび、ちくわの炒め
物・もやしの梅和え・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・赤魚西京
焼き・野菜玉子とじ・ひじ
き煮

ソラマメご飯・味噌汁・赤
魚みりん漬け・人参、大
根、椎茸の煮物・ほうれ
ん草のなめ茸和え・フ
ルーチェ
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朝

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・ソラマメと天カマの炒
め物・茄子と油揚げの煮
物・レタス、トマトサラダ

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・茄子炒め・胡瓜サラダ

ご飯・味噌汁・カニカマ・
魚肉ソーセージ・サンマ
の蒲焼・トマト、豆腐のサ
ラダ・ニラの玉子とじ

昼
カツカレー・味噌汁・サラ
ダ・黄桃

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・マカロニサラダ・
かぶの煮物

鮭おにぎり・玉子スープ・
ジンギスカン・豚串・鶏
串・焼肉・ホッケ焼き・ウィ
ンナー・ウドの酢味噌和
え・苺

夕
天丼・味噌汁・胡瓜、ちく
わのサラダ・人参、里芋、
椎茸、レンコンの煮物

ご飯・味噌汁・インゲンの
胡麻和え・鶏ごぼう・天カ
マ、ワラビの煮物・ウドの
酢味噌和え

ご飯・味噌汁・インゲンの
胡麻和え・茄子と油揚げ
の煮物・赤カブ漬け・塩サ
バ焼き
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