
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・鯖の
塩焼き・目玉焼き・天カマ
と玉ねぎの炒め物・紫蘇
味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
塩焼き・ベーコンの炒め
物・南瓜の甘煮・八朔

昼
醤油ラーメン・おにぎり・
カニカマ・天カマの煮物・
青菜のお浸し

カレーライス・玉ねぎとハ
ムのマリネ・黒豆

夕
混ぜご飯・豚汁・煮豆・白
菜の胡麻和え・銀鮭ホイ
ル焼き

ご飯・味噌汁・ザンギ・サ
ンマの焼き魚・芋と天カマ
の煮物・野菜春雨
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朝
ご飯・味噌汁・ハムカツ・
赤魚焼き魚・ウィンナー・
昆布佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・紅鮭焼き魚・茄子の味
噌煮・魚岸あげの生姜煮

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
き魚・漬物・紫蘇味噌・
ウィンナー・ピーマンの炒
め物・目玉焼き・茄子とき
のこの炒め物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ホッケ焼き魚・白菜と挽肉
のあんかけ・ウィンナー・
煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の竜田焼・チーズ入りス
クランブルエッグ・芋の煮
物・チーズかまぼこ

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
焼き魚・天カマ・茄子と
ピーマンの炒め物・卵焼
き

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・紅鮭・ハムポテト・野
菜炒め

昼
ご飯・味噌汁・コロッケ・サ
ラダ・トマト・天カマの炒め
物

ご飯・味噌汁・鶏じゃが・
ポテトサラダ・ほうれん草
のお浸し

竹の子ご飯・豚汁・南瓜
の甘煮・胡瓜、くらげ和
え・トマト

かき揚げ、海老天丼・さつ
ま芋・筑前煮・しょうが汁・
八朔、みかん

天ぷらそば・稲荷寿司・ポ
テトサラダ・カニカマ・みか
ん

とろろソーメン・アスパラ
ベーコン・餃子・おむす
び・漬物・煮豆

ご飯・味噌汁・豚肉の野
菜のソース炒め・南瓜煮・
もやし、アラスカのサラ
ダ・トマト

夕
海老丼・味噌汁・さつま芋
煮・もやしとハムのサラダ

チラシ寿司・味噌汁・刺
身・漬物・ほうれん草のお
浸し・煮豆

ご飯・味噌汁・カスベ煮・
ハンバーグ・白菜のお浸
し・煮豆

ご飯・味噌汁・ホイコー
ロー五目巾着煮・ソーセ
ジの卵とじ

ご飯・味噌汁・サンマの蒲
焼・ふき天カマ煮・ラーメ
ン・サラダ・さつま芋煮

ご飯・味噌汁・ほっけ・ポ
テトサラダ・なめ茸のベー
コン和え・白菜のお浸し

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・サンマの生姜焼き・
肉じゃが
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・めぬ
き焼き魚・シーチキンベー
コン巻・出し巻き玉子・紫
蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭・
卵焼き・天カマ、茄子の炒
め物紫蘇味噌・ピーマン・
ウィンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・オムレツ・春巻
き・コロッケ・ゴマ豆腐・大
葉紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・ペン
ネミートソース・ホッケ焼
き魚・コロッケ・玉子とほう
れん草の炒め物・バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・肉団子・豚肉ともや
し炒め・目玉焼き・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
塩焼き・天カマの炒め物・
玉子焼き・ほうれん草の
お浸し

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・卵焼き・野菜炒
め・みかん・かぶと人参の
味噌煮

昼

生姜ご飯・味噌汁・海老フ
ライ・おさつコロッケ・蒸し
キャベツ・ほうれん草のな
め茸和え・タルタルソース

うどん・お稲荷さん・ポテト
サラダ・ほうれん草シーチ
キン和え・蕗と天カマ、鶏
肉の煮物

天丼・海老だしスープ・も
やしと油揚げの酢の物・
たくあん・小松菜のシーチ
キン和え

ご飯・味噌汁・オムレツ・
煮豆・魚の天ぷら・チャー
シュー・みかん

塩ラーメン・鮭おにぎり・
漬物・煮物・トマト

親子丼・味噌汁・南瓜団
子・ペンネサラダ・アメリカ
ンドッグ・バナナ

炊き込みごはん・ソーメン
汁ザンギ・ポテトサラダ・
ほうれん草のシーチキン
和え・みかん

夕
カレーライス・ハンバー
グ・キャベツサラダ・ゆで
卵・トマト

焼きうどん・おにぎり・きゅ
うりとみかんの酢の物・揚
げ出し豆腐・ほうれん草
の胡麻和え

ご飯・味噌汁・餃子・白菜
のお浸し・玉ねぎの卵とじ

ご飯・味噌汁・白身フラ
イ・シュウマイ・南瓜煮・煮
玉子

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ポテトサラダ・小松菜
のなめ茸和え・野菜炒め

牛丼・味噌汁・ほうれん草
の胡麻和え・煮豆・八朔

ご飯・味噌汁・鯖の塩焼
き・昆布、天カマ、人参の
煮物・ほうれん草のお浸
し・玉子焼き・カニカマ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・煮
豆・カニカマ・玉子、ベー
コン、ほうれん草の炒め
物・紫蘇味噌・佃煮・コ
ロッケ

ご飯・味噌汁・玉子味噌・
鮭焼き魚・南瓜煮・豚肉
の生姜焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・野菜
炒め・焼き魚・スクランブ
ルエッグ・春巻き・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・肉団子・スウィート
ポテトサラダ・茄子とピー
マンの味噌炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・小揚
の玉子煮・鮭焼き魚・紫
蘇味噌・ハム巻き・ピーマ
ン炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ホッケ焼き魚・南瓜
煮・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・ニラの玉子とじ・
天カマの炒め・野菜炒め・
ポテトサラダ・八朔

昼

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ポテトサラダ・煮豆・ほ
うれん草のなめ茸和え・
みかん

キーマカレー・春雨生姜
スープ・マカロニサラダ・
小松菜とオホーツクのお
浸し・パイナップル

海老天そば・稲荷寿司・
ハムポテト・ほうれん草の
胡麻和え・人参サラダ

豚丼・味噌汁・ポテトサラ
ダ・三つ葉のお浸し・大根
と人参と天カマの煮物・バ
ナナ、みかん

野菜醤油ラーメン・お稲
荷さん・たくあん・トマトと
ほうれん草のサラダ・芋も
ち

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ・春雨サラダ・ほうれん
草のお浸し

天丼・お吸い物・玉子、人
参、小松菜のポン酢掛け

夕

ご飯・味噌汁・さんまのお
ろし煮・ソーセージの卵と
じ・天カマともやしの炒め
物

ご飯・味噌汁・茄子焼き・
コロッケ・芋団子・煮豆

ご飯・味噌汁・餃子・ニラ
の玉子和え・キャベツと天
カマの炒め物・玉子豆腐

生チラシ・お吸い物・もや
しの中華風サラダ

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
肉じゃが・白菜のお浸し・
煮豆

混ぜご飯・味噌汁・ほうれ
ん草の胡麻和え・里芋の
煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・なめたカレ
イ焼き魚・きのこの中華
炒め・もやしの玉子とじ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・茄子味噌焼き・ペンネ
ミートソース・鶏肉の竜田
焼

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・ウィン
ナー・野菜炒め・紫蘇味
噌・焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・赤魚糠漬け・アスパ
ラベーコン・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・大根と天カマの
煮物・さつま芋甘煮・紫蘇
味噌・目玉焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・煮
豆・がんもの煮物・カニカ
マ・焼き鳥・アスパラ・ほう
れん草のお浸し・目玉焼
き

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・紫蘇味噌・和風スク
ランブルエッグ・茄子の味
噌炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マの蒲焼・目玉焼き・南瓜
煮・ベーコンとほうれん草
の炒め物

昼
うどん・お稲荷さん・もずく
酢豚肉と白菜のはさみ蒸
し

鯖、鮭チラシ寿司・味噌
汁・肉じゃが・ほうれん草
の胡麻和え・たくあん

かつ丼・すり身汁・マカロ
ニサラダ・ほうれん草の
胡麻和え・みかん

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・キャベツ・トマト・もや
し、ニラの玉子とじ・茄
子、ピーマン味噌炒め

ご飯・ニラ玉スープ・焼き
そば・納豆サラダ・たくあ
ん・厚揚げとふきの煮物・
みかん

親子丼・味噌汁・マカロニ
サラダ・南瓜煮・いちご

カレーライス・スープ・キャ
ベツ炒め・煮豆・みかん

夕
ご飯・味噌汁・海老フラ
イ・ポテトサラダ・キャベツ
和え・ソーセージ

握りずし(サーモン、マグ
ロ、松川、玉子、海老、ト
ビッコ、ひらめ)・煮豆・い
ちご

カレーライス・胡瓜、クラ
ゲ和え・フルーツポンチ・
サラダ・トマト甘漬け

ご飯・味噌汁・揚げ出し豆
腐カレイ焼き魚・ほうれん
草のお浸し・海老の刺身

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・ほうれん草と玉子
の炒め物・胡瓜の浅漬
け・トマト

ご飯・味噌汁・餃子・生
酢・切干大根

ご飯・味噌汁・芋もち・ハ
ンバーグ・水菜のシーチ
キン和え
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