
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
の生姜焼き・目玉焼き・鯖
の味噌煮・ウィンナー・南
瓜煮

ご飯・味噌汁・牛乳・
ジャーマンポテト風・炒り
卵・塩サバ焼き魚・ひじき
煮

昼

豚丼・味噌汁・春雨サラ
ダ・茄子のチーズ焼き・大
根となめ茸の和え物・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・ニラ焼き・餃子・野菜
サラダ

夕
カレーライス・玉子スー
プ・南瓜サラダ・漬物・煮
豆

ご飯・味噌汁・和風ハン
バーグ・茄子とピーマン炒
め・桃
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・メン
チカツ・シュウマイ・南瓜
の煮物・ちくわの炒め物・
アスパラ

ご飯・コンソメスープ・玉
子焼き・鶏肉の龍田焼・
煮豆グリーンアスパラ・も
やしの炒め物・牛乳

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・ほうれん草の
ツナ和え・ささみｻﾗﾀﾞ・ミ
ニハンバーグ

ご飯・味噌汁・牛乳・切り
干し大根・きんぴらごぼ
う・炒り卵・鶏肉炒め・ハ
ム巻きｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・カニ
クリームコロッケ・ソー
セージ炒め・ほうれん草
のなめ茸和え・玉子焼き・
照り焼きチキン

ご飯・味噌汁・牛乳・切り
干し大根・蕗と天ぷら炒
め・鯖の味噌煮・味付けラ
ム

ご飯・味噌汁・牛乳・ひじ
き煮・炒り卵・バナナ・キャ
ベツとカニカマ和え・鶏肉
ときのこ炒め

昼
海老丼・味噌汁・豚肉と舞
茸炒め・里芋のあんか
け・かぶの酢の物

天ぷらうどん・お稲荷さ
ん・南瓜のいとこ煮・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・玉葱ｻﾗﾀﾞ・揚げ出し豆
腐甘酢あんかけ・フルー
ツ

ご飯・味噌汁・かぶの挽
肉あんかけ・野菜と肉の
味噌煮込み・スパゲティ・
ポテトサラダ

おむすび・ソーメン・ハン
バーグ・かぶの甘酢・鶏
のあんかけ

お稲荷さん・冷やしソーメ
ン豚肉の長いも巻き・鶏
肉の甘辛煮・野菜サラダ

バターライス・スープ・エ
ビフライ・芋団子・煮豆

夕
ご飯・味噌汁・マスのホイ
ル焼き・新玉ねぎのｻﾗﾀﾞ・
豚肉と白菜のトロトロ煮

ご飯・味噌汁・青梗菜・カ
スべの煮付け・おでん(大
根、天カマ、玉子)

ご飯・玉子スープ・すき
煮・煮豆・さつま芋サラダ

ご飯・味噌汁・タルタルエ
ビフライ・人参、茄子味噌
炒め

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・さんまの蒲焼き・もや
し野菜ｻﾗﾀﾞ・ニラの卵とじ

ご飯・すり身汁・ささみカ
ツ・里芋の煮物・玉葱と
ソーセージの卵とじ

生姜ご飯・味噌汁・カスべ
の煮付け・鶏ひき肉とズッ
キーニの炒め物・豆腐と
ハムのあんかけ
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朝

ご飯・サンドイッチ・南瓜
スープ・タラのムニエル・
ひじきの煮物・さつま芋の
煮物・えびシュウマイ・ほ
うれん草のカニカマ和え

ご飯・味噌汁・南瓜煮・
ほっけ焼き・春巻き・天カ
マ炒め塩辛

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
ま焼き魚・うずら肉団子・
イワシの昆布巻き・茄子
の味噌炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・芋の煮物・紅鮭焼き・
鶏肉の生姜焼き・きんぴ
らごぼう

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・きのこと
豚肉炒め・胡瓜の酢の
物・きんぴらごぼう・バナ
ナ

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖塩
焼き・茄子と人参の味噌
炒め・南瓜の煮物・アス
パラ

ご飯・味噌汁・牛乳・キャ
ベツ、天カマの油炒め・お
ふくろ煮・豚肉の生姜焼
き・ポテトサラダ・紅鮭

昼

ご飯・春雨スープ・ハン
バーグ・ボロニアソーゼー
ジとほうれん草の卵とじ・
彩ｻﾗﾀﾞ

天ぷらうどん・お稲荷さ
ん・南瓜のいとこ煮・餃子

ご飯・味噌汁・長いもの豚
肉巻き・鶏肉の甘辛煮・
かぶの酢の物・フルーツ

海老丼・すまし汁・野菜サ
ラダ・南瓜の煮物・フルー
ツ

混ぜご飯・トマト・豚汁・か
ぼちゃ金時・さつま芋の
天ぷら人参、胡瓜の酢の
物

稲荷寿司・冷やしラーメ
ン・えのきバター醤油炒
め・芋もち

ご飯・味噌汁・鶏肉の甘
辛煮きのこの卵とじ・昆布
巻き・ヨーグルト

夕
ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・煮豆・なめ茸ハム
炒め

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じエビチリ・青梗菜

鮭チラシ・味噌汁・茄子と
ピーマンの揚げ浸・もやし
のｻﾗﾀﾞ

カレーライス・玉子スー
プ・大根菜とベーコン炒
め・フルーツ

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・カスべのから揚げ・煮
豆

ご飯・味噌汁・おでん・煮
込み肉団子・蕗と揚げ炒
め

ご飯・味噌汁・すき焼き
煮・ポテトサラダ・みかん
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
玉子・ハムサラダ・ひじき
煮・茄子と豚肉炒め・トマ
ト

おにぎり・サンドイッチ・
コーンスープ・ほっけ焼き
魚・鶏ひき肉とズッキーニ
の炒め物・えびシュウマ
イ・切り干し大根・茄子焼
き

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
の生姜焼き・シュウマイ・
茄子の味噌肉炒め・鯖の
味噌煮ミニハンバーグ

ご飯・味噌汁・牛乳・
ジャーマンポテト・南瓜の
煮物・玉葱、天カマ炒め・
長いもの梅和え

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
のポン酢炒煮・玉子豆
腐・切り干し大根・白菜と
カニカマｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・きんぴらごぼ
う・エビシュウマイ・ツナ入
り玉子焼き・アメリカンドッ
グ

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・ソーセージ・ほう
れん草、ハム炒め・豚肉
の炒め物・スクランブル
エッグ

昼
ご飯・味噌汁・餃子・天ぷ
ら・春雨サラダ

おむすび・スープ・冷やし
ラーメン・ニラ焼き・ホット
ドッグ

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・ほうれん草の胡麻和
え・かぶの酢の物・ラーメ
ンサラダ

ご飯・味噌汁・シチュー・
ピーマンの肉詰め・ポテト
サラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・青椒肉絲・
おでん・えびちり・鮭のホ
イル焼き

混ぜご飯・そうめん・里芋
の煮物・ベーコンの炒め
物・フルーチェ

三食丼・すまし汁・豚肉の
さつま芋巻き・野菜サラダ

夕

鯖チラシ・味噌汁・もやし
のお好み焼き風・新玉ね
ぎのｻﾗﾀﾞ・新玉ねぎス
テーキ

炒飯・お好み焼き・煮豆
チラシ寿司・味噌汁・茄
子、人参炒め・果物

カレーライス・玉子スー
プ・煮豆・白菜ときのこ炒
め

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・野菜とハムの甘酢
炒め玉子豆腐

ご飯・味噌汁・和風ハン
バーグ・ｻﾗﾀﾞ・ピーマン、
茄子炒め

ご飯・味噌汁・酢鶏・回鍋
肉煮豆
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・魚肉
ソーセージ・じゃが芋炒
め・ひじき煮・鶏肉、茄
子、人参炒め・大根の
チーズ和え

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・きんぴらごぼう・
鮭焼き魚・白菜のうま煮

ご飯・味噌汁・牛乳・ほう
れん草ハム巻き・ソー
セージ・ジャーマンポテト・
長いも、チキンの炙り焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・玉子焼き・さつま
芋のｻﾗﾀﾞ・もやしのチキ
ンの和え物・豚肉の黒酢
炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・炒り
卵・キャベツとカニカマサ
ラダ・豚肉のニンニク生姜
炒め・切り干し大根・きの
このベーコン炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・粗挽
きハム、ほうれん草炒め・
豚肉醤油炒め・ひじき煮・
目玉焼き

鮭むすび・スープ・エッグ
サンド・ジャムサンド・バナ
ナサンド・肉団子・ポテト
サラダ・ピーマンとベーコ
ンの炒め物・エッグボード

昼
ご飯・すまし汁・野菜サラ
ダ・焼きそば

ご飯・味噌汁・肉豆腐・さ
つま芋の甘煮・きゅりもみ

お稲荷さん・味噌汁・長い
もの豚肉巻き・里芋のあ
んかけ・春雨サラダ

天ぷらそば・海老丼・かぶ
の酢の物

ご飯・味噌汁・豚肉のオイ
スター炒め・里芋の煮物・
大根生酢

ご飯・スープ・冷やしラー
メン・南瓜のあんかけ・
シュウマイ

ご飯・味噌汁・豚肉大根
巻き野菜ポテトチーズ焼
き・茄子、ピーマン味噌炒
め・さつま芋ｻﾗﾀﾞ

夕
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草のなめ茸和
え・餃子

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
焼き・南瓜の煮物・もやし
のムニエル

ご飯・味噌汁・キャベツ
シュウマイ・入り豆腐

ご飯・味噌汁・ニラ玉・す
き煮ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マン味噌炒め・ハンバー
グ・みそおでん

おはぎ・味噌汁・海老カ
ツ・芋とささぎの煮物

ご飯・味噌汁・豚肉、きの
こ、人参、玉葱の蒸し焼
き・胡瓜大根の酢の物
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