
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・ポテ
トサラダ・目玉焼き・筑前
煮・紅サケ・ウィンナー

ご飯・味噌汁・ツナと大根
と胡瓜のｻﾗﾀﾞ・南瓜の煮
付けスクランブルエッグ・
煮豆・ウィンナーのケ
チャップ炒め

昼
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
春巻き・中華ｻﾗﾀﾞ

稲荷寿司・うどん・鯖の炒
め煮・漬物

夕
中華丼・大根のごま油和
え・煮豆・玉子スープ

ご飯・味噌汁・クリームコ
ロッケ・マカロニサラダ・
茄子の煮びたし
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朝

ご飯・味噌汁・鮭・大根と
天カマの煮物・ほうれん
草とベーコン炒め・煮豆・
漬物

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
煮豆・鶏肉の照り焼き・マ
カロニサラダ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・蕗の煮物・ウィンナー
入り玉子・漬物

ご飯・味噌汁・南瓜煮・鯖
焼き・シュウマイ・玉子焼
き・ウィンナー

ご飯・味噌汁・大根の煮
物・スクランブルエッグ・
ポテトサラダ・ベーコンの
ケチャップ炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
じゃが芋のきんぴら・長い
もの梅肉和え・昆布巻き

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
ジャーマンポテト・中華サ
ラダコーンバター

昼
恵方巻・鶏肉のそうめん
汁・肉じゃが・みかん、桃
ゼリー和え

海老カレー・ポトフ・昆布
味噌和え・ホワイトアスパ
ラ・玉子マヨ・トマト甘漬け

ご飯・スープ・焼きそば・
南瓜セロリのｻﾗﾀﾞ・伊予
柑

天ぷらうどん・お稲荷さ
ん・桃・伊予柑

オムそば・スープ・生酢・
大学芋

天丼・みそ汁・たくあん・
麻婆豆腐・フルーチェ

ご飯・煮込みハンバーグ・
玉子スープ・里芋の煮物・
じゃが芋のバター炒め

夕
カツ丼・味噌汁・ラーメン
サラダ・千切り山芋

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ニラの卵とじ・
シーチキンサラダ・フルー
ツポンチ

オムライス・スープ・ポテト
サラダ・大根とツナの煮
物

ご飯・ポトフ・和風パスタ・
大根となめ茸の和え物・
桃

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ポテトサラダ・ホ
ウレン草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・ロール白
菜・ナポリタン・大学芋
風・いももち

二色丼・味噌汁・人参炒
め・里芋天カマ煮物
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朝

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
玉子焼き・ポテトサラダ・
ベーコンとえのきの炒め
物・切り干し大根

ご飯・味噌汁・カニクリー
ムコロッケ・長いもの煮
物・ほうれん草の和え物・
煮豆・漬物

ご飯・ポタージュ・人参し
りしり・ソーセージのケ
チャップ炒め・中華ｻﾗﾀﾞ・
コロッケ

ご飯・味噌汁・肉巻き・
チーズ入り玉子焼き・ほう
れん草の胡麻和え・白玉
フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ポテトサラダ・茄子と挽肉
の炒め物・鮭・赤ウィン
ナー

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
天カマと茄子炒め・鶏肉
の甘辛煮・大根の酢の
物・胡瓜の一夜漬け

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・きんぴら・ポテトサラ
ダ・ホットドッグ・シュウマ
イ

昼

キーマカレー・玉子スー
プ・南瓜の煮物・ワカメ、
胡瓜、みかんの酢の物・
桃

ご飯・シチュー・チキン竜
田フルーチェ

焼うどん・味噌汁・大根と
天カマ煮・南瓜のいとこ
煮・おにぎり

ご飯・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・ﾎﾟﾃﾄチーズ蒸・トマト

おにぎり・味噌ラーメン・
三つ葉のお浸し・ポテトサ
ラダみかん

ご飯・味噌汁・かに玉・野
菜炒め・酢の物・漬物

お稲荷さん・肉うどん・ほ
うれん草のなめ茸和え・
麻婆豆腐

夕
ご飯・味噌汁・餃子・漬
物・炒め納豆・白菜のお
浸し

ご飯・味噌汁・豚バラ白菜
のチーズ煮・タケノコとちく
わの炒め物・フルーツポ
ンチ・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・鶏つくねの
ケチャップ煮・蕗と天ぷら
の油炒め・大根の和え物

中華丼・スープ・ほうれん
草のなめ茸和え・大学芋

ご飯・味噌汁・コロッケ・白
菜の白和え・桃・バナナ

ご飯・すいとん・ラーメン
サラダ・鯖焼き魚・南瓜
煮・もやしナムル・茄子焼
き

ご飯・味噌汁・蒸し鶏のあ
んかけ炒め・キャベツの
レモン和え・大学芋

17 18 19 20 21 22 23

朝

鶏五目御飯・スープ・肉団
子・キャベツの豚肉炒め・
甘辛マカロニサラダ・シュ
ウマイ・煮豆

ご飯・味噌汁カニクリーム
コロッケ・鮭焼き魚・ポテト
サラダ・目玉焼き・ほうれ
ん草のベーコン炒め

ご飯・味噌汁・鱈の野菜
甘酢あんかけ・玉子焼き・
人参のきんぴら・ウィン
ナー・漬物

ご飯・味噌汁・煮物・コ
ロッケ・煮豆・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
シュウマイ・ボロニアソー
セージ・鯖焼き魚・里芋の
煮物

ご飯・味噌汁・オイマヨチ
キン・茄子の煮びたし・玉
子焼き・胡瓜の漬物・キャ
ベツと天ンカマ煮

ご飯・味噌汁・牛乳・かぼ
ちゃの煮物・オムレツ・き
んぴらごぼう・ソーセージ
炒め

昼
ご飯・玉子スープ・シ
チュー・ひじきの煮物・牛
肉コロッケ

カレーライス・スープ・南
瓜・トマト、胡瓜のｻﾗﾀﾞ

ご飯・シチュー・天ぷら・
南瓜

カレーライス・フルーツ・
白玉団子

オムライス・玉子スープ・
野菜サラダ・フルーチェ

うどん・おにぎり・かぼ
ちゃの煮物・ほうれん草
のお浸し・フルーチェ

ご飯・玉葱スープ・煮物・
肉炒め・白玉あんこ・大根
サラダ

夕
ご飯・スープ・煮込みハン
バーグ・マカロニサラダ・
大根の煮物

ご飯・味噌汁・豚肉と玉葱
の卵とじ・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・
玉子豆腐・みかん、バナ
ナ

ご飯・味噌汁・唐揚げ・パ
スタ・大根サラダ・果物

海鮮丼・そうめん汁・芋団
子

中華丼・味噌汁・ほうれん
草のなめ茸和え・かぼ
ちゃの煮物

ご飯・スープ・天カマとわ
かめ炒め・もやしと人参
のナムル・コロッケ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ポテトサラダ・かぶの
煮物
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朝
ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
赤ウィンナー・目玉焼き・
茄子と挽肉炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
里芋と大根の煮物・ほう
れん草のなめ茸和え・コ
ロッケ

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
玉子焼き・天ぷらと白菜
の煮炒め・中華ｻﾗﾀﾞ・トマ
ト

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
鶏肉の甘酢あんかけ・ポ
テトサラダ・鯖の味噌煮・
紫蘇味噌

ご飯・スープ・ほうれん草
ｻﾗﾀﾞ・スクランブルエッ
グ・たらこと白滝の煮付
け・ハムとケチャップ炒め

昼
炒飯・スープ・焼うどん・ト
マト・大根サラダ・フルー
ツポンチ

生チラシ寿司(マグロ、
サーモン、玉子、ｻﾊﾞ、ト
ビッコ)・茶碗蒸し・みかん

ご飯・味噌汁・里芋の煮
物・鶏肉の蒸おろしたれ・
トマトサラダ

かしわうどん・稲荷寿司・
ほうれん草のお浸し・昆
布と天ぷらの炒め煮

おにぎり・味噌汁・ミートス
パゲッティ・大根の煮物・
伊予柑

夕
はらこ飯・キムチ鍋・シー
チキンサラダ・フルーツポ
ンチ

ご飯・味噌汁・チーズ入り
ハンバーグ・ポテトサラ
ダ・ブロッコリー

カレーライス・スープ・茄
子の肉味噌炒め・サラス
パ

中華丼・ラーメンサラダ・
かぼちゃの煮物・中華
スープ

ご飯・コンソメスープ・鶏
肉の照り焼き・オニオンｻ
ﾗﾀﾞ・おでん・フルーツポン
チ
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