
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4

朝
ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き漬物・煮魚・ウィンナー・
野菜炒め・焼きたらこ

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・目玉焼き・煮リンゴ・
胡瓜・えびシューマイ・揚
げ出し茄子

ご飯・味噌汁・牛乳・めぬ
き焼き魚・スクランブル
エッグ・かぼちゃの煮物・
ほうれん草とベーコン炒
め

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・コロッケ・
さんま焼き・梅・煮豆・
ベーコン炒め

昼
おむすび・ラーメンサラ
ダ・唐揚げ・スパゲッティ

親子丼・味噌汁・春雨サ
ラダ・ほうれん草のシーチ
キン和え・たくあん

チラシ寿司・お麩と春菊
のすまし汁・大根とさつま
芋の煮物・中華風茶碗蒸
し・フルーツポンチ

のり弁当・豚汁・バナナと
みかん

夕
洋風寿司・カニカマ寿司・
味噌汁・ミートボールの酢
豚風

ご飯・味噌汁・さんま蒲
焼・芋と天カマ煮・白菜と
豚肉酒蒸し

おにぎり・味噌汁・餃子・
シーチキン炒め・ウィン
ナー玉葱、天カマ炒め

生チラシ・味噌汁・南瓜と
天カマの煮物・ほうれん
草の胡麻和え

5 6 7 8 9 10 11

朝
ご飯・味噌汁・牛乳・さん
ま焼き魚・玉子焼き・胡瓜
の漬物・蕗の煮物・煮物

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ・ほっけ焼き魚・かぼ
ちゃの煮物・ポテトベーコ
ン

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・たらこ・里芋筑
前煮卵焼き・煮豆・みか
ん、バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
粕漬け焼き・卵焼き・紫蘇
味噌ひじきの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・鯖焼き・
茄子焼き・煮豆・インゲン
の胡麻和え

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・ユリ根とピーマ
ンの天ぷら・目玉やき・
ウィンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・蕗とタケノコの煮
物・鯖塩焼き・じゃがマヨ
ハムカツ

昼
炒飯・シチュー・エビフラ
イ、タルタルソース付き・
春雨サラダ

おにぎり・うどん・ほうれん
草の胡麻和え・煮豆・ス
コッチエッグ

カレーライス・ハンバー
グ・ゆで卵・ほうれん草、
白菜のお浸し・カニカマ

天丼・お吸い物・漬物・煮
豆春雨サラダ

鮭、すじこの親子丼・ソー
メン汁・ポテトサラダ・人
参、ピーマン、天カマの炒
め物

野菜醤油ラーメン・クリー
ムコロッケ・おにぎり・み
かん、桃

ピラフ・ポトフ・ポテトサラ
ダ・えのきだけとわかめ
の酢の物

夕

ご飯・味噌汁・鯖塩焼き・
大根、天カマの煮物・ホイ
コーロー・ほうれん草のお
浸し

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
焼き・とびっこ、サーモン
刺身・玉子はさみ・胡瓜、
カニカマなめこ和え

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・さつま芋の煮物・ひじ
き、マヨポン和え

ご飯・味噌汁・コロッケ・ト
マト・マカロニサラダ・ほう
れん草、シーチキン炒め

ご飯・漬物・ロールキャベ
ツのクリーム煮・鶏肉の
紫蘇梅巻き・フライ・茄子
の味噌炒め

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
南瓜煮・肉団子・ほうれん
草の胡麻和え

チラシ寿司・味噌汁・大根
と鶏肉、椎茸の煮物・小
松菜のお浸し

12 13 14 15 16 17 18

朝
ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・煮豆・胡瓜の漬物・
シュウマイ・カニカマ

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖塩
焼き・玉子焼き・茄子焼
き・ほうれん草のお浸し・
玉葱、天カマ炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・煮豆・チーズちくわ・
オムレツ・キャベツ味噌炒
め

ご飯・味噌汁・牛乳・ささ
ぎまめ、里芋、人参煮・紅
サケ焼き魚・たらこ・ポテ
トサラダ・卵焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・鯖焼き魚・ほうれ
ん草とベーコン炒め・すじ
こ・さつま芋ぜんざい

ご飯・味噌汁・牛乳・焼き
魚・ミートボール・白菜の
お浸し・塩辛・ピーマン炒
め・玉子焼き

ご飯・豚汁・牛乳・ほっけ
焼き魚・たらこ・煮豆・きの
こと人参のきんぴら

昼
きつねうどん・おむすび・
エビフライ・サラダ・ほうれ
ん草の胡麻和え

そば・稲荷寿司・豚肉生
姜焼き・もやし、カニカマ、
わかめサラダ

おむすび・お味噌汁・唐
揚げラーメンサラダ・マカ
ロニ炒め

ご飯・味噌汁・さつま芋コ
ロッケ・インゲンの胡麻和
えほうれん草とハム炒
め・トマト添え

野菜塩ラーメン・おにぎ
り・ポテトサラダ・トマト・ク
リームコロッケ

おむすび・大根の味噌
汁・タラのフライ・ポテトサ
ラダ・スパゲッティ

すき焼き・おはぎ・フルー
ツ・漬物・おにぎり・ジュー
ス

夕
天丼・味噌汁・もやしのお
浸し・大根サラダ・たくあ
ん

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル酢豚・揚げ出し豆腐・ち
くわ揚げきのこ掛け・白菜
お浸し

海鮮丼・豚汁・ホワイトア
スパラ・きのこ、とびっこ
和え

ご飯・味噌汁・天ぷら(海
老、ピーマン、しいたけ)・
さんま蒲焼・冷しゃぶサラ
ダ

親子丼・味噌汁・キャベツ
サラダ・漬物・煮豆

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・里芋の煮物・人参、胡
麻マヨ和え

ご飯・味噌汁・たらの焼き
魚・ポテトサラダ・白菜の
お浸し

19 20 21 22 23 24 25

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・茄子焼き・スクランブ
ルエッグ・トマト・ほうれん
草のハム炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・紅鮭焼き魚・ウィン
ナーとほうれん草のバ
ター炒め・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
卵とじ・ほっけ焼き魚・塩
辛・ソーセジ・人参とイン
ゲンのきんぴら

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・ほっけ焼き魚・
キャベツ、タケノコの煮
物・里芋の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・ウィ
ンナー、ピーマン炒め・茄
子の味噌炒め・ハンバー
グ・納豆・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
ま味噌煮・玉子焼き・きん
ぴらごぼう・胡瓜の酢の
物・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・ハムポテト・ト
マト・茄子の味噌炒め・玉
子焼き

昼
親子丼・ポテトサラダ・
ラーメン

ご飯・味噌汁・煮物・ほう
れん草のお浸し・スコッチ
エッグ・トマト

カレーライス・胡瓜とシー
チキンの和え物・煮豆・お
吸い物・桃缶

かき揚げうどん・お稲荷さ
ん・水餃子・果物

ご飯・茶そば・エビフライ・
ポテトサラダ・ピーマン、
人参、天カマの煮物

オムライス・チャー
シュー・ほうれん草の胡
麻和え・うどん味噌汁・桃
缶

ご飯・味噌汁・エビフライ・
筑前煮

夕
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
蕗と天カマ煮・鯖塩焼き

ご飯・味噌汁・鶏甘酢、あ
んかけ・春巻き・もやしの
お浸し・おふの玉子とじ

ご飯・味噌汁・焼き魚・カ
ニカマ・キャベツと天カマ
の煮物漬物・親子丼風煮
物

ご飯・シチュー・かすべの
煮付け・卵焼き

ご飯・コンソメスープ・ポト
フ・ほうれん草とチーズの
オープンオムレツ・マカロ
ニサラダ

ご飯・味噌汁・タラフライ・
酢豚・煮豆・さつま芋サラ
ダ

ご飯・味噌汁・ポテトグラ
タン・春雨サラダ・ソーセ
ジの卵とじ・さんま蒲焼
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・紅鮭焼き魚・ウィン
ナー、ピーマン炒め・ほう
れん草のお浸し・ミート
ボール

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ほっけ焼き魚・ウィ
ンナー、納豆、なめ茸和
え・小松菜の煮びたし

ご飯・味噌汁・牛乳・かれ
い焼き魚・ジャガイモの煮
物・マカロニ炒め・漬物・
ピーマンときのこの炒め
物

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
き魚・茄子焼き・目玉焼
き・ほうれん草のお浸し・
胡瓜、カニカマ

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
きさんま蒲焼・ほうれん草
のツナ和え・冷奴わさび
添え・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の玉子とじ・紅鮭焼き魚・
さつま芋揚げ・ソーセー
ジ、ピーマン炒め

昼
洋風チラシ寿司・冷そば・
ほうれん草・えび、野菜天
ぷらいちご

おむすび・ラーメン・唐揚
げ春雨サラダ

ご飯・桜エビと豆腐の炒
め物・かすべの唐揚げ・
豚肉の炒めおろしのせ・
桃缶

おにぎり・お好み焼き・
ピーマンの肉詰め・もやし
のサラダ・清見オレンジ

海老丼・味噌汁・白菜の
胡麻和え・芋と天カマの
煮物

炒飯・コンソメスープ・天カ
マ煮・煮豆・ハンバーグ

夕
ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・ふろふき大根・白
菜のお浸し

カレーライス・マカロニサ
ラダ春菊の胡麻和え・ウィ
ンナー

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・餃子・トマト・ホイコ
ロー

ご飯・味噌汁・タラの煮付
け大根の煮物・中華風茶
碗蒸し・煮豆

ご飯・味噌汁・かぼちゃコ
ロッケ・餃子・焼きそば・マ
カロニサラダ

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・ポテトサラダ・キャベ
ツ炒めきんぴらごぼう
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