
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 5

朝

ご飯・かきたま汁・鮭焼き
魚ミートボール・ブロッコ
リー、ハム・玉子・ウィン
ナー・エビチリ

ご飯・春雨スープ・さんま
の蒲焼き・茄子と挽肉の
炒め物・スクランブルエッ
グ・たこさんウィンナー・ほ
うれん草の胡麻和え

ご飯・ポタージュスープ鮭
焼き魚・ウィンナー炒め・
南瓜、さつま芋の煮物・た
らこ鶏の唐揚げ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・大根の煮物・小松菜
の和え物

ご飯・味噌汁・タラの甘酢
あんかけ・肉じゃが・目玉
焼き・ベーコン

昼

おにぎり・うどん・白菜と
豚肉ときのこの炒め物・
ミックスサラダ・茄子とブ
ロッコリーのオイスター炒
め

お稲荷さん・たくあん・
ソーメン汁・エビと野菜の
かき揚げ・長いも、天カ
マ、人参の煮物・生酢

ご飯・味噌汁・すき焼き・
ジャーマンポテト・ほうれ
ん草の胡麻和え・漬物

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
トマトと胡瓜のｻﾗﾀﾞ・イン
ゲンの煮物

生チラシ・そうめん・野菜
の揚げ浸し・キウイ、バナ
ナのフルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・豚肉の塩
昆布炒め・春雨サラダ・フ
ルーチェ

親子丼・豚汁・ポテトサラ
ダ・オニオンさっぱり漬け

ご飯・味噌汁・ホイル焼
き・茄子のオイスター炒
め・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・人参のきんぴら・小松
菜とむね肉のケチャップ
炒め・キャベツのｻﾗﾀﾞ

中華丼・玉子スープ・蕗、
ｻﾊﾞ炒め・ほうれん草の胡
麻和え・煮豆・バナナ、み
かん

6 7 8 9 10 11 12

朝

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・目玉焼き・ニラの卵と
じ・ウィンナー・キャベツ、
点カマ炒め

ご飯・つみれ汁・スクラン
ブルエッグ・ちくわ、胡瓜、
カニカマのポン酢和え・煮
豆・肉団子・ウィンナー・
南瓜煮

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・里芋の煮物・白菜と、
ほうれん草のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・南瓜煮・鮭
焼き魚・長いもと豚バラ
煮・はんぺんつくね

ご飯・スープ・ウィンナー・
ツナと胡瓜のサラダ・はん
ぺんと挽肉の甘辛炒め・
煮豆

ご飯・味噌汁・里芋、天カ
マ煮・煮豆・南瓜の甘煮・
ゴボウ、鶏肉和え・ささぎ
豆と芋の煮物ホットドッグ

おじや・味噌汁・ほっけ焼
き魚・里芋の煮物・大根
のべったら漬け

昼
ご飯・シチュー・玉子スー
プポテトサラダ・南瓜コ
ロッケ・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
大根の煮物・バナナ

おにぎり・味噌汁・スパゲ
ティ・ピーマンと茄子のゆ
ずポン酢和え・胡瓜の酢
の物・唐揚げ・バナナ

味噌ラーメン・おにぎり・
大根の煮物・フルーツ

鮭丼・スープ・ほうれん草
の胡麻和え・ハンバーグ・
じゃが芋と人参のサラダ・
桃

ご飯・スープ・あんかけ・
大根サラダ・あんかけ
シューマイ

野菜ラーメン・おにぎり・ト
マト・煮豆・南瓜のいとこ
煮

夕
ご飯・スープ・煮込みハン
バーグ・カスべの煮付け・
煮豆

ご飯・味噌汁・餃子・煮
豆・マグロの漬け・胡瓜の
酢の物・たくあん

うな丼・味噌汁・大根と豚
バラ煮・茶碗蒸し

二色丼・つみれ汁・煮豆・
ポテトサラダ・南瓜の煮付
け

海鮮丼・牛肉ごぼう・煮
豆・胡瓜、カニカマレモン
和え

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
心太・大根の煮物・大根
の粕漬け・煮豆

ご飯・味噌汁・ソーセージ
スパゲティ・じゃが芋のお
好み焼き風・胡瓜のトビッ
コ和え

13 14 15 16 17 18 19

朝

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・鯖焼き・里芋煮・照り
焼きチキン・白菜のお浸
し

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・ほうれん草・大根、天
カマ煮たらこ・茄子、ピー
マンのオイスター炒め

ご飯・味噌汁・かすべ・
ウィンナー・ミートボール・
煮豆・南瓜の煮物・スクラ
ンブルエッグ

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・ニラの卵とじ・さつま
芋のｻﾗﾀﾞ・かつお漬け

ゆかりご飯・コンソメスー
プ長いもの煮物・コロッケ
とウィンナー・レタスと胡
瓜のｻﾗﾀﾞさつま芋の甘
煮・トマト

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
白菜のなめ茸和え・大根
の煮物

ご飯・コンソメスープ・ポテ
トサラダ・ハッシュドポテ
ト・ウィンナー・ほうれん草
のお浸し

昼

生チラシ寿司・ほうれん
草の胡麻和え・茄子と
ピーマンの味噌煮込み・
いちご

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
大根と挽肉のあんかけ・
青梗菜のバター炒め

キーマカレー・コンソメ
スープ・春雨サラダ・餃
子・みかん

ハヤシライス・南瓜の煮
物・チキンサラダ・ほうれ
ん草とベーコンの塩コショ
ウ板炒め・みかん

ご飯・味噌汁・さんまの生
姜焼き・ブロッコリー、ホ
ワイトアスパラｻﾗﾀﾞ・塩昆
布の野菜炒め・桃

肉うどん・おにぎり・胡瓜
と玉葱のｻﾗﾀﾞ・天カマの
煮物・ブロッコリーのトマト
炒め・バナナ

ご飯・そうめん汁・チーズ
ハンバーグ・じゃが芋、き
のこの柚酢の煮物・ポテ
トフライ桃

夕

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・蕗煮物・南瓜甘煮・ト
マト・ほうれん草、人参の
玉子焼き

ご飯・中華スープ・ニラ玉
チキン・煮豆・茄子の甘酢
炒め・チンジャオロース

ご飯・味噌汁・冷やし中
華・切り干し大根

親子丼・味噌汁・ほうれん
草の胡麻和え・ブロッコ
リー、ハムサラダ

親子丼・味噌汁・煮豆・南
瓜の煮付け・桃

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
えびちり・南瓜とあんこの
和え物

ご飯・味噌汁・海老丼・玉
子豆腐・うどんｻﾗﾀﾞ・南瓜
煮

20 21 22 23 24 25 26

朝

ご飯・味噌汁・鶏肉の唐
揚げ・紅鮭焼き魚・グラタ
ン・筑前煮・ポテトサラダ・
キウイフルーツ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
煮豆・里芋の煮物・ウィン
ナーとほうれん草の炒め
物

ご飯・春雨スープ・煮豆・
ポテトフライ・ほうれん草
の和え物・トマトとブロコッ
リーのグラタン風チーズ
煮込み

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・つくね・もやし・ベーコ
ンサラダ・きんぴらごぼう・
玉子焼き・切り干し大根

ゆかりご飯・味噌汁・ポテ
トサラダ・鮭・ミートボー
ル・目玉焼き・南瓜のいと
こ煮

ご飯・スープ春雨・マカロ
ニサラダ・鮭焼き魚・ウィ
ンナー・スクランブルエッ
グ・鶏の唐揚げ・煮豆

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
切り干し大根・オムレツ・
南瓜の甘煮・芋団子

昼

お稲荷さん・そうめん汁・
たくあん・エビとインゲン
の天ぷら・ポパイサラダ・
みかん

ご飯・スープ・大根サラ
ダ・麻婆春雨・小松菜の
お浸し煮豆

ご飯・味噌汁・酢豚・ニラ
の卵とじ・玉子豆腐・煮
豆・南瓜煮

ご飯・味噌汁・豚丼・ポテ
トサラダ・ほうれん草の胡
麻和え・桃

お稲荷さん・コロッケ・そう
めん汁・胡瓜とオホーツク
の酢の物・茶碗蒸し・バナ
ナフルーチェ

炒飯・おしるこ・味噌ラー
メン・漬物

親子丼・味噌汁・麻婆茄
子長いもの和え物

夕
ご飯・塩サバ・豚汁・ひじ
きの煮物・南瓜の甘煮

三食丼・味噌汁・南瓜の
煮物・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・カスべの煮
付け・冷やしラーメン・玉
葱、なると煮

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほっけ焼き魚・餃子のあ
んかけ

ご飯・コンソメスープ・煮
込みハンバーグ・南瓜
煮・さつま芋のあんかけ

カレーライス・茄子、ピー
マン煮びたし・玉子スープ

ご飯・味噌汁・アスパラの
白和え・アスパラｻﾗﾀﾞ・肉
じゃが

27 28 29 30 31

朝

ご飯・スープ・里芋の煮
物・茄子とアスパラの炒
め・ポテトサラダ・ウィン
ナー・トマト

ご飯・スープポテトサラ
ダ・ウィンナー・人参・ブ
ロッコリー・照り焼きチキ
ン・玉子焼き

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・かぼちゃ金時・粗挽き
ステーキ、ピーマン炒め・
ポテトサラダ・ニラ、人参
卵とじ

ご飯・スープ・グラタン・ブ
ロッコリー・長いもの煮
物・コロッケ・煮豆

昼

ご飯・味噌汁・肉と茄子の
味噌煮・アスパラと芋の
ベーコンサラダ・ほうれん
の玉子和え

ご飯・スープ・煮込みハン
バーグ・南瓜の煮物・さつ
ま芋のあんかけ

おにぎり・冷麦・天ぷらの
かき揚げ・長いも、天カ
マ、インゲンの煮物・きん
ぴら

ご飯・味噌汁・豚バラ大
根・インゲンと人参のサラ
ダ・ゆで卵のあんかけ

夕
ご飯・味噌汁・酢の物・揚
げ出し豆腐・長ネギと肉
の蒸し焼き・煮物

ご飯・味噌汁・カスべの煮
付け・胡瓜の酢の物・み
そおでん・アスパラ・スイ
カ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
アスパラとシーチキン・胡
瓜の酢の物とみかん・煮
豆

ご飯・味噌汁・唐揚げ・ポ
テトサラダ・煮豆
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