
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・卵焼
き・ウィンナー・もやしと
ピーマンの炒め物・佃煮・
煮豆・紫蘇味噌・漬物

生姜ご飯・味噌汁・卵焼
き・紅鮭焼き魚・紫蘇味
噌・天カマ・牛乳

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・ウィンナー・切干大根
のうま煮・鮭・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・ホッケ焼き魚・豚肉
の生姜焼き・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・紅鮭焼き魚・茄
子、ピーマン炒め・卵焼
き・天カマ、ソーセージ炒
め・ハム巻き・みかん

昼
炒飯・スープ・ポテトサラ
ダ・から揚げ・ほうれん草
のなめ茸和え

わかめのしらすおにぎり・
かき揚げそば(きのこ、玉
ねぎ、ピーマン)・ほうれん
草とわかめとカニカマのド
レッシング和え・桃

チラシ寿司・お吸い物・大
根と鶏肉、シイタケの煮
物・みかん

牛丼・すり身汁・マカロニ
サラダ・ニラのナムル・い
ちごとみかん

かき揚げそば(海老、玉ね
ぎ人参、ピーマン)・ポテト
サラダ・たくあん・おにぎ
り・煮豆

夕
海老丼・味噌汁・もやしの
サラダ・トマト・キャベツと
天カマの煮物

ご飯・味噌汁・肉巻き・サ
ラダ・茄子焼き・豆

ご飯・味噌汁・刺身(マグ
ロ、ヒラメ、サーモン、海
老、鯖)・天ぷら(海老、
ピーマン)・ポテトサラダ

ご飯・すき焼き・煮豆・八
朔

ご飯・味噌汁・サラダ・ハ
ンバーグ・茄子焼き・ゆで
卵
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・煮豆・カ
ニカマ・ホッケ焼き魚・も
やし、ピーマンの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の竜田焼・煮豆・ほうれん
草とツナの和え物・ス
ウィートポテトサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・紫蘇味噌・玉ねぎの
天ぷら・ソーセージ炒め・
白菜のお浸し

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鯖の塩焼き・ほうれ
ん草のお浸し・ウィンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
焼き魚・煮豆・ささぎ豆と
芋の煮物・ハム巻きサラ
ダ・卵焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・大根の煮物・カニカ
マ入り卵焼き・ほうれん草
のお浸し

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マの焼き魚・ハムポテト・
漬物・目玉焼き・紫蘇味
噌・ピーマン、ちくわの炒
め物

昼
塩ラーメン・炒飯・ゆで卵・
煮物・カニカマ

キーマカレー・春雨生姜
スープ・マカロニサラダ・
もやしとなるとのお浸し

ご飯・味噌汁・ヒレカツ
（きゃべつ添え)・ポテトサ
ラダ・ほうれん草とベーコ
ンの炒め物

ご飯・味噌汁・ベジタブル
ハンバーグ・マカロニサラ
ダ・煮豆

ご飯・豚汁・たらのムニエ
ル・マカロニサラダ・えの
きとわかめとオホーツク
の酢の物

ご飯・味噌汁・さんまの塩
焼き・厚揚げと葱の玉子
とじ・もやしの酢の物

炒飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・ハムカツ・メンチカツ・
果物

夕
ご飯・味噌汁・餃子・切昆
布の煮物・バンバンジー

ご飯・味噌汁・親子丼風
煮物・ほうれん草のトビッ
コ和え・トマト・ハムサラダ

ご飯・味噌汁・カスベの煮
付ふきと天カマの煮物・
豚肉と野菜のあんかけ・
煮豆

スープカレー・ポテトサラ
ダ・ハム・バナナ、オレン
ジ、いちご

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・ニラの玉子とじ・
キャベツ蒸し・トマト

ご飯・味噌汁・オムレツ・
煮豆・ポテトサラダ・ほう
れん草のお浸し

海鮮丼・味噌汁・煮豆・黄
桃
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・ホワイトアスパ
ラ・さつま芋の甘煮・煮
豆・スクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の玉子とじ・鯖の塩焼き・
ピーマンとウィンナーの炒
め物・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・煮
豆・卵焼き・野菜炒め・
ホッケ焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・卵焼き・ほうれん草
のトビッコ和え・シュウマ
イ

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・サンマの蒲焼・紫蘇味
噌・漬物・もやし、ハム、
ピーマン炒め・ウィンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・紅鮭焼き魚・ニラの
玉子とじ・クラゲ和え

ご飯・味噌汁・ベーコンと
ほうれん草炒め・目玉焼
き・鯖の塩焼き・ソーセー
ジ炒め

昼
ハンバーグカレー・大
根、、天カマ煮・オニオン
スープ・フルーツポンチ

親子丼・そうめん汁・キャ
ベツと梅肉和え・おたふ
く・煮豆・たくあん

塩ラーメン・ポテトサラダ・
お稲荷さん・たくあん

中華丼・水餃子・春雨サ
ラダ・みかん

チラシ寿司・そうめん汁・
煮しめ・ポテトサラダ・ハ
ム巻き・ほうれん草のお
浸し・みかん

和風炒飯・春雨スープ・春
菊の胡麻和え・ハンバー
グ(トマト添え)・煮キャベツ
添え

生寿司・卵焼き・オードブ
ル・お稲荷さん・お吸い
物・果物・おはぎ

夕
ご飯・味噌汁・めぬき焼き
魚・肉じゃが・白菜のお浸
し・煮豆

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・茄子焼き・ポテトサラ
ダ

海老丼・味噌汁・大根の
煮物

ご飯・味噌汁・マスのフラ
イ・大根、鶏肉、椎茸、天
カマの煮物・ほうれん草
のお浸し・トマト・みかん

牛丼・豚汁・蕗と鯖の煮
物・トマトの浅漬け・パイ
ン

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
サンマの塩焼き・麻婆茄
子・煮豆

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
ほうれん草、白菜のお浸
し・ゆで卵
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ハン
バーグ・紫蘇味噌・カニカ
マ、小松菜の和え物・卵
焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マの塩焼き・ショートパス
タのナポリタン・ほうれん
草と玉子の炒め物・カニ
クリームコロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鯖缶・豚肉の生姜
焼き・漬物・もやし、小松
菜のお浸し・カニカマ・煮
豆

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・天カマ炒め・茄
子、ピーマンの味噌和え・
ほうれん草の胡麻和え・
春巻き

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
粕漬け焼き・スィートポテ
トサラダ・昆布煮物・ソー
セジの卵とじ

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の玉子とじ・ベーコン炒
め・鮭焼き魚・海老のシュ
ウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・卵焼き・ピーマ
ン、ウィンナー炒め・筑前
煮・ハム、胡瓜和え

昼
カレーライス・春雨サラ
ダ・キウイフルーツ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ポテトサラダ・白菜の
お浸し・トマト和え・果物

煮込みうどん・お稲荷さ
ん・ピーマンと茄子の揚
げ浸したくあん・ほうれん
草とオホーツクののサラ
ダ

オムライス・マカロニサラ
ダ・大根、人参、椎茸、天
カマ煮

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ラーメンサラダ・漬物・カ
スベ煮・オレンジ

カレーうどん・お稲荷さ
ん・もやしとオホーツクの
酢の物ほうれん草のシー
チキン和え・いちご

海老丼・味噌汁・カニカマ
サラダ・芋もち

夕
ご飯・味噌汁・餃子・揚
芋・グリーンアスパラ

ご飯・味噌汁・海老、ピー
マンの天ぷら・わかめ、胡
瓜、みかんの酢の物・紫
蘇味噌・ふきと厚揚げの
煮物

親子丼・豚汁・マスフライ
タルタルソース・煮豆・み
かん

生姜ご飯・味噌汁・ハムカ
ツひじきの巾着煮・胡瓜
の和え物

ご飯・味噌汁・刺身(マグ
ロ、ヒラメ、サーモン、海
老、鯖)・味噌おでん・煮
豆・いちご

すき焼き煮・ご飯・煮豆・ト
マト

ご飯・味噌汁・カスベ煮・
卵焼き・煮豆・豚肉の生
姜焼き・ほうれん草のお
浸し
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・煮
豆・鮭焼き魚・卵焼き・胡
瓜の漬物・ポテトコロッ
ケ・じゃが芋とピーマンの
炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の竜田焼・ポテトサラダ・
海老、大根の煮物・シュ
ウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
塩焼き・卵焼き・ハムサラ
ダ・野菜炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・ベーコンともやし炒
め・目玉焼き・ホワイトア
スパラ

ご飯・味噌汁・牛乳・カ
レーコロッケ・卵焼き・カニ
カマ・天カマとピーマンの
炒め物

昼
カレーライス・きのこのお
ろし和え・ポテトサラダ・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・筑前煮・豚
肉の生姜焼き・白菜のお
浸し・野菜炒め・果物

ご飯・味噌汁・スコッチ
エッグアスパラ・カニカマ・
煮豆・大根の煮物

ご飯・味噌汁・親子煮・南
瓜の煮物・青梗菜のお浸
し・湯豆腐

ご飯・味噌汁・マカロニサ
ラダ・卵焼き・ハンバーグ

夕
ご飯・生姜スープ・オムポ
テト・麻婆茄子・マカロニ
サラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・茄子焼き・ほうれん草
とベーコン和え・ホッケ焼
き魚

ご飯・味噌汁・カスベのか
ら揚げ・大根と天カマ煮・
豚肉ともやしの中華炒
め・漬物

生姜ご飯・味噌汁・サンマ
の生姜焼き・小松菜の胡
麻和え・キャベツと天カマ
キャベツと天カマの煮物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・芋もち・煮豆・茄子焼
き
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