
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・ほうれん草とツナの和
え物・さんま蒲焼・ウィン
ナー・シュウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・茄
子、ピーマン炒め・紅鮭焼
き魚・ウィンナー・スクラン
ブルエッグ・たらこ

ご飯・味噌汁・牛乳・ヤク
ルト・ミニハンバーグ・
ピーマン炒め・紫蘇味噌・
ソーセージ炒め・納豆・み
かん

昼
稲荷寿司・そば・野菜サラ
ダ・みかん

鮭混ぜご飯・バンバン
ジー・中華スープ・南瓜サ
ラダ・梨缶詰

ご飯・豚汁ホッケ焼魚・大
根の味噌漬け・マカロニ
サラダ・ほうれん草のお
浸し

夕
握り寿司・味噌汁・かぼ
ちゃきんとん・寄席豆腐

ミニエビ天丼・ミニうなぎ
天丼・味噌汁・白菜の梅
和え

カレーライス・味噌汁・大
根サラダ・煮豆・たくあん・
果物
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朝

ご飯・味噌汁・カルピス・
ホッケ焼魚・目玉焼き・
ソーセージ・ほうれん草の
お浸しサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・糠サ
ンマ焼魚・玉子焼き・カニ
カマ・豚肉と野菜の炒め
物・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・つくね・ウィ
ンナー・ふきの天カマ煮・
ポテトサラダ・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マの蒲焼き・玉葱、天カマ
炒め・佃煮・玉子・ピーマ
ン、ベーコン炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼魚・豚肉焼き・きのこ
みぞれ和え・里芋、天カマ
煮・だし巻き卵

ご飯・味噌汁・牛乳・ハム
ポテト・筋子・シューマイ・
胡瓜の漬物・煮豆・みか
ん

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭入
り玉子・大根と肉の煮物・
胡瓜の酢の物・紫蘇味噌

昼

水餃子ラーメン・おにぎ
り・たくあん・豚肉、もや
し、ほうれん草のナムル・
柿

親子丼・味噌汁・ポテトサ
ラダ・えのきとちくわ、胡
瓜の酢の物・たくあん・煮
豆

生チラシ・スパゲッティ・玉
子スープ・柿

野菜味噌ラーメン・おにぎ
りポテトサラダ・桃のゼ
リー和え

タラ鍋・チーズおにぎり・
梅おにぎり

キーマカレー・ニラ玉スー
プ・ポテトサラダ・ほうれ
ん草のなめ茸和え

そば・餃子・炒飯

夕
エビ丼・味噌汁・揚げ芋・
天カマとキャベツの炒め
物

ご飯・煮込みハンバーグ・
ポトフ・柿

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ大根サラダ・白菜のお
浸し・みかん

カレーライス・蕗、天カマ
炒め・冬みかん・ポパイサ
ラダ

ご飯・味噌汁・カレイ焼
魚・ほうれん草のお浸し・
塩辛・じゃが芋の煮物

エビ天丼・さつま芋の煮
物・小松菜のお浸し・煮
豆・もやしの味噌汁

ご飯・味噌汁・タラ、えび
のフライ(タルタルソース)・
はんぺんと野菜炒め・煮
豆
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朝
ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・入り玉子・青菜のな
め茸和え・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・玉ね
ぎの炒め物・玉子焼き・佃
煮・梅・白菜のなめ茸和
え

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
西京焼き・だし巻き卵・サ
ラダ・茄子の味噌炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼魚・チーズ入りスクラ
ンブルエッグ・ほうれん草
とツナの和え物・鶏肉の
竜田焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・コ
ロッケ・鯖の塩焼き・漬
物・カニカマ・ユリ根、ピー
マンの天ぷら

ご飯・味噌汁・牛乳・ほう
れん草のお浸し・大根と
豚肉の炒め煮・茄子の
ミートボール炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ベー
コン入りスクランブルエッ
グ・茄子、ピーマン炒め・
昆布佃煮・ホッケみりん
焼き

昼
ご飯・味噌汁・コロッケ・サ
ラダ・サンマ焼き魚・南瓜
の煮物

ご飯・味噌汁・肉みそ炒
め・南瓜煮・ブロッコリー
の梅かつお和え

キーマカレー・ささぎ豆と
人参の煮物・ポテトサラ
ダ・玉子スープ・八朔

天ぷらうどん・ポテトサラ
ダ・おにぎり・たくあん・み
かんとパイナップル

ご飯・味噌汁・天カマの炒
め物・タラのフライ・餃子

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・ポテトサラダ・たくあ
ん・黒豆

味噌ラーメン・炒飯・鶏
肉、メンマ、きくらげの中
華風サラダ・みかん

夕
ご飯・味噌汁・豚丼・ハン
バーグ・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・ババガレー
の煮付け・湯豆腐・南瓜
の甘煮

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・春雨サラダ・揚げ
豆腐のあんかけ

ご飯・味噌汁・大根、鶏
肉、人参シイタケの煮物・
煮豆・筋子・ほうれん草、
カニカマ入り玉子焼き

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・芋団子・みかん
缶

ご飯・コンソメスープ・ポト
フ・鶏肉の竜田揚げ・フラ
イドポテト・小松菜の胡麻
和え

ご飯・味噌汁・カニクリー
ムコロッケ・サラダ・キャベ
ツ蒸し・麻婆豆腐
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・ハム
ポテト・みかん・酢豚・紫
蘇味噌魚

ご飯・味噌汁・牛乳・蕗と
天カマの煮物・カニクリー
ムコロッケ・シュウマイ・筋
子・ソーセージの玉子と
じ・バナナ

ご飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め・ちくわ煮・ピーマ
ンの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・ユリ
根とピーマンの甘煮・蕗と
厚揚げの煮物・ウィン
ナー炒め・漬物・目玉焼
き・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼魚・玉子焼き・煮豆・
茄子のみそ焼き

ご飯・味噌汁・紅サケ・だ
し巻き卵・小松菜とベーコ
ン炒め・えびシュウマイ

ご飯・味噌汁・さんま蒲
焼・ふ玉子とじ・キャベツ
の梅おかか和え・マカロ
ニサラダ・

昼
天丼・味噌汁・春雨サラ
ダ・ピーマンと茄子の味
噌炒め煮・たくあん

そば・稲荷寿司・フルーツ
ポンチ・胡瓜とカニカマの
酢の物

キーマカレー・コンソメ
スープポテトサラダ・煮
豆・みかんと桃

オムライス・冬至のかぼ
ちゃしるこ・大根の煮物・
玉子スープ

うどん・ユリのかき揚げ・
ひじきご飯・卯の花・みか
ん缶

かれーそば・お稲荷さん・
ほうれん草とオホーツク
和え・みかんと桃

親子丼・味噌汁・揚げ豆
腐のケチャップ炒め・みか
ん缶

夕
さんま丼・味噌汁・入り豆
腐・厚揚げの生姜煮

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
かまぼこのアラカルト

ご飯・お吸い物・茶碗蒸
し・黒豆・エビ、ユリ根の
天ぷら・ほうれん草のお
浸し

ご飯・味噌汁・タラのフラ
イ・もも肉の煮物・大根サ
ラダ・みかん

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草のお浸し・ふき
と天カマ煮・キャベツとも
やしのあんかけ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・大根の煮物・白菜の
お浸し

ご飯・味噌汁・エビフライ・
タルタルソース・もやしの
あんかけ・里芋の煮物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・チーズ入りスクラン
ブルエッグ・ほうれん草と
ツナの和え物・チーズミー
トペンネ

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ焼魚・スクランブルエッ
グ・玉葱、天カマ炒め・ほ
うれん草のベーコン巻き

ご飯・味噌汁・鯖塩焼き・
だし巻き卵・すじこ・シュウ
マイ

ご飯・味噌汁・牛乳・ほう
れん草入り玉子焼き・さつ
ま芋と天カマの煮物・ピリ
辛さんま・茄子の味噌炒
め

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼魚・コロッケ・煮豆・
胡瓜、ハムサラダ・

ご飯・味噌汁・うま煮風・
ポテトサラダ・玉子焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・佃煮・小松菜のベー
コン炒め・コロッケ

昼
ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・大根の煮物・胡瓜の
サラダ

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・麻婆茄子・南瓜
の茶巾・桃缶

醤油ラーメン・お稲荷さ
ん・ハムカツ・みかん

ご飯・味噌汁・エビフライ・
フルーツ・大根の煮物・玉
葱の炒め物

炊き込みうどん・餃子・フ
ルーツ

キーマカレー・コンソメ
スープ・春雨サラダ・ラフ
ランス・みかん

醤油ラーメン・おにぎり・
ポテトハムロール・厚揚
げとしめじの煮物

夕
ご飯・味噌汁・コロッケ・大
根と胡瓜のサラダ・みか
ん、桃

ご飯・味噌汁・白菜と豚肉
のあんかけ・ホッケ焼魚・
クリームコロッケ

エビ丼・味噌汁・春雨サラ
ダエビすり身の生姜あん
かけ

ご飯・味噌汁・ほうれん草
のツナ和え・鶏肉の照り
焼き・さつま芋の煮物

豚丼・味噌汁・南瓜煮・長
いもの三杯酢

ご飯・味噌汁・タラのフラ
イ・酢豚・果物

年越しそば・海鮮丼・黒
豆・栗きんとん・雪の花か
に三昧
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