
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・煮豆・佃煮・ハムポテ
ト・キャベツと天カマの煮
物・ブロッコリー・ニンジン
サラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・きのこと大根菜の
あんかけ・ホッケ焼き魚・
シュウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏の
から揚げ・エビチリ・ソー
セージほうれん草のベー
コン巻き

ご飯・味噌汁・牛乳・煮
卵・煮豆・紅じゃこ・豚肉と
茄子の炒め物・芋とイン
ゲンの煮物チョコバナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・茄子の味噌炒
め・芋とささぎ豆の煮物・
たらこ

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・佃煮・ハムポテトサラ
ダ・昆布の佃煮・ブロッコ
リー

昼

オムライス・味噌汁・ズッ
キニのお好み焼き・ほう
れん草とコーン炒め・メロ
ン

温玉、海老天丼・ラーメン
サラダ・芋もち・グリーン
麺・スイカ、メロン

ちらし寿司・お吸い物・ハ
ンバーグ・ほうれん草の
胡麻和え・いちご

キーマカレー・きのこスー
プ・ポテトサラダ・ブロッコ
リー・ミニトマト・ゆで卵

豚肉丼・すり身汁・マカロ
ニポテトサラダ・カブのそ
ぼろ煮・えのきの酢の物・
フルーツゼリー

海老丼・味噌汁・南瓜団
子・厚揚げのシーチキン
煮

夕
ご飯・味噌汁・芋と厚揚げ
煮茄子焼き

ご飯・味噌汁・餃子・春雨
サラダ・ホイコーロ、トマト
添え

親子丼・味噌汁・もやしサ
ラダ・モロッコインゲン・カ
ニカマ・心太

中華丼・冷やしソーメン
汁・ポパイサラダ・カニカ
マクラゲ和え

ご飯・味噌汁・味噌おで
ん・インゲンの胡麻和え・
トマト・焼き魚・みかん

ご飯・味噌汁・鶏肉の竜
田揚げ・肉じゃが・エビチ
リ
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鱒の糠漬け・フキと
天カマ煮・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・紅
鮭・ソーセジ・目玉焼き・
煮豆・サラダ・茄子、ピー
マンのピリ辛炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ缶・スクランブルエッグ・
ウィンナー・煮豆・漬物・さ
つま芋のサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・鶏つくね・紅じゃこ・
煮豆・ｽｳｲｰﾄﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・メ
ロン

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
塩焼き・目玉焼き・コロッ
ケ・茄子の味噌の肉炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
とピーマンの炒め物・ウィ
ンナー・ホッケ焼き魚・芋
とささぎの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・ウィ
ンナー・目玉焼き・紫蘇味
噌・牛肉缶詰・漬物・天カ
マの煮物

昼
ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・キャベツ添え・芋団
子・大根と海老の煮物

ご飯・お吸い物・ポテトサ
ラダ・天カマと芋の煮物・
豚ロースの野菜巻きフラ
イ

ご飯・餃子スープ・キャベ
ツとシーチキンサラダ・鮭
のちゃんちゃん風・メロン

冷むぎ・稲荷寿司・胡瓜と
みかんの酢の物・海老と
胡瓜のサラダ

炒飯・きのこスープ・春雨
サラダ・ハンバーグ・フ
ルーツゼリー

お稲荷さん・天ぷらそば・
たくあん・ほうれん草の白
和え・なるとと芋の煮物

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・蒸しキャベツ・トマ
ト・ソーセージの卵とじ・夏
野菜のチーズホイル焼き

夕
カレーライス・心太・ササ
ギ豆の炒め煮・キャベツ
のコールスロー・キウイ

炒飯・味噌汁・餃子・水菜
サラダ・芋もち

ご飯・味噌汁・サンマかば
焼き・ニラの玉子とじ・トマ
ト

ご飯・味噌汁・カスベの煮
つけ・大根と天カマの煮
物・ホイコーロー・ほうれ
ん草

うな丼・味噌汁・色どり卵
焼き・焼き茄子・ポテトサ
ラダ

ご飯・味噌汁・揚げ出し豆
腐茄子、ピーマン・酢の
物・卵焼き・たらこ・ホッケ
焼き魚

ご飯・味噌汁・柔らかス
テーキ・餃子・茄子焼き・
もずく酢もやしと玉子あん
かけ

14 15 16 17 18 19 20

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・紅
鮭・シュウマイ・だし巻き
卵・ほうれん草のお浸し・
カレーコロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・魚・
スクランブルエッグ・ハム
ポテト・ピーマン、茄子の
炒め物・漬物

ご飯・味噌汁・牛乳・天カ
マ芋煮・ホワイトアスパ
ラ・オムレツ・紅鮭焼き
魚・春巻き

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・ｽﾞｯｷｰﾆと鶏肉の中華
炒め・黒豆・天カマ・鮭焼
き魚・メロン

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・目玉焼き・小松
菜、ベーコン炒め・おから
和え・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・紫蘇味噌・紫蘇味
噌・ソーセージ炒め・目玉
焼き・

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・魚・茄子の炒め物・
ウィンナーの炒め物

昼
炒飯・ニラの玉子とじ・南
瓜団子・味噌汁

ご飯・味噌汁・エビチリ・
南瓜煮・春雨サラダ・玉子
スープみかん缶

カレーライス・ハンバー
グ・ゆで卵・トマト・ポテト
サラダ・胡瓜の漬物

ご飯・味噌汁・タラ、エビフ
ライ・さつま芋のサラダ・
キャベツ、トマト

お稲荷さん・ソーメン・鶏
天・ピーマンとさつま芋の
天ぷら・たくあん・桃とみ
かん

海老ピラフ・ポトフ・春雨
サラダ・ヒレカツ・ゆで卵・
ほうれん草のお浸し・しば
漬け

冷やしラーメン・きのこ
スープおにぎり・南瓜サラ
ダ・がんもとささげの煮物

夕
ご飯・味噌汁・エビフライ・
ホイコーロー・ポテトサラ
ダ・みかん

ちらし寿司・ソーメン汁・
茄子ピリ辛炒め・大根味
噌おでんメロン

海老丼・味噌汁・冷奴・さ
さぎと天カマの煮物・胡瓜
の浅漬け

ご飯・味噌汁・サンマの竜
田揚げ・餃子・豚肉と白菜
の酒蒸し

混ぜご飯・冷そば・トマト、
キュウリの漬物

ご飯・味噌汁・チキン・麻
婆豆腐・シーチキンサラ
ダ

生姜ご飯・味噌汁・海老フ
ライ・ささぎと芋の煮物・
ピーマンの炒め物・タルタ
ルソース
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の竜田焼き・ソーセージ
の卵とじ・ほうれん草のな
め茸和え人参の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・切り干し大根・ひ
じき煮アスパラ・鯖の塩焼
き

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・卵焼き・佃煮・
キャベツと天カマの炒め
物・昆布の佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・ホッケ焼
き魚・コロッケ・小松菜の
炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・サンマかば焼き・南瓜
の煮物・ソーセージとピー
マンの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・ひじ
き煮・紅鮭・切り干し大
根・ニラの玉子とじ・だし
巻き卵

ご飯・味噌汁・牛乳・胡瓜
の漬物・玉子煮・紫蘇味
噌・じゃが芋の煮物・とろ
ろ芋・ウィンナー

昼
ご飯・味噌汁・照り焼きチ
キン・フキの煮物・大根お
ろし

オムライス・豆腐ハン
バーグ南瓜のボイル・春
雨サラダ

キーマカレー・すり身汁・
ポテトサラダ・トマト・梅肉
キャベツ和え・桃、みかん
ゼリー

お稲荷さん・冷やしラーメ
ン・鶏と南瓜の天ぷら・竹
の子とひじきの天ぷら・紫
蘇味噌

ウナギ、海老天丼・味噌
ラーメン・フルーツ

ご飯・味噌汁・エビフライ・
茄子の炒め物・麻婆豆腐

かき揚のせざるそば・鮭、
すじこ丼・ほうれん草のお
浸し・スイカ

夕

ご飯・味噌汁・サンマの竜
田揚げ・豚肉と白菜炒め・
麻婆豆腐・煮豆・バナナ・
かまぼこ

炒飯・ラーメン汁・インゲ
ンの胡麻和え・さつま芋
の煮物・みかん

ご飯・味噌汁・カツフライ・
大根の炒め物・海老、
キャベツ炒め

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケフキと天カマの煮
物・春雨サラダ・・キウイ

夏野菜カレー・コールス
ロートマト・冷やしラーメン

ご飯・味噌汁・オムレツ・
すじこ・もやし、ほうれん
草の甘酢掛け・たらこ・ス
イカ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ポテトサラダ・白菜の
炒め物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マかば焼き・ひじき煮・茄
子、きのこ炒め・ソーセー
ジと玉葱の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・紅
鮭・フキと天カマ煮・南瓜
煮・だし巻き卵・佃煮

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・煮豆・トマト・ブロッコ
リー

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・ひじき煮・大
根、人参味噌煮・南瓜、
ソーセージ

昼
ご飯・味噌汁・豚肉、大根
煮ささげの胡麻和え・じゃ
が芋の煮物

ご飯・味噌汁・豚肉と大根
煮ささげの胡麻和え・じゃ
が芋の煮物

冷やしラーメン・おにぎり・
漬物・南瓜の煮物・インゲ
ンの胡麻和え

牛丼・味噌汁・小松菜とし
らす和え・芋もち・ミックス
フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・餃子・イン
ゲンともやしのお浸し・茄
子焼き

ご飯・味噌汁・みそおで
ん・赤魚西京焼き

ご飯・ソーメン汁・肉じゃ
が・胡瓜の酢の物・天ぷ
ら(南瓜薩摩芋、なめ茸)

炒飯・味噌汁・餃子・福神
漬け・トマト
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