
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

31 1 2

朝

ご飯・味噌汁・かぶと豚肉
の煮物・ほっけ焼き魚・ト
マト・玉子焼き・大根のお
ろしなめ茸和え

ご飯・味噌汁・赤魚の粕
漬け茄子、豚肉の炒め
物・ほうれん草のなめ茸
和え

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・生酢・ポテトサラ
ダ・目玉焼き・ソーセー
ジ、ピーマン炒め

昼

ご飯・味噌汁・茄子の肉
巻きカツ・人参きんぴら・
長いものトマト和え・大学
芋もち

カレーライス・味噌汁・大
根サラダ・白玉フルーツﾎﾟ
ﾝﾁ

塩ラーメン・おにぎり・大
根、人参、天カマの煮物・
ほうれん草のお浸し・み
かん

夕
ひつまぶし・餃子スープ・
白玉しるこ・胡瓜の奈良
漬け

海鮮丼(サバ、ﾏｸﾞﾛ、サー
モン、ヒラメ、エビ、トビッ
コ、玉子)・うどん汁

二色丼・味噌汁・大学芋・
大根、人参の煮物
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朝

ご飯・味噌汁・さつま芋ｻﾗ
ﾀﾞ・きのことベーコン炒め・
ミートボール・スクランブ
ルエッグ・ひじきの煮物

ご飯・味噌汁・ウィンナー
のケチャップ炒め・スクラ
ンブルエッグ・ワカメの和
え物・シュウマイ・煮豆

ご飯・味噌汁・煮物・野菜
炒め・中華ｻﾗﾀﾞ・厚切ハ
ム

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・鶏肉の甘辛煮・玉子
焼き・漬物・伊予柑

ご飯・味噌汁・鮭・ハムポ
テトサラダ・目玉焼き・照
り焼きチキン・大根と天カ
マの煮物

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
タケノコの煮物・大根サラ
ダ

ご飯・味噌汁・肉ときのこ
の炒め物・マカロニサラ
ダ・煮物・玉子焼き

昼
ちらし寿司・おすまし汁・
里芋の煮物・伊予柑

ご飯・キャベツの味噌炒
め・ブロッコリーとトマトの
和風ｻﾗﾀﾞ・エビとインゲン
の煮物・味噌汁

ご飯・味噌汁・親子煮・さ
んま煮・肉じゃが・フルー
ツ

ご飯・味噌汁・かぶの煮
物・バナナのヨーグルト和
え・ラム肉の野菜煮

三食丼・玉子スープ・じゃ
がベーコン炒め・長いも
の梅ポン和え・みかんフ
ルーチェ

おにぎり・味噌ラーメン・
エビと茄子のケチャップ
チーズ和え・バナナの
ヨーグルト和え

焼きそば・おにぎり・蕗と
イワシの蒲焼き・煮物・ほ
うれん草のなめ茸和え・
みかん

夕
キーマカレー・ポテトサラ
ダ・玉子スープ・天カマと
わかめの炒め物

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草の胡麻和え・
かぶの浅漬け・フルー
チェ

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・もやしとキャベツ
の酢の物・人参きんぴら

カレーライス・スープ・煮
豆・カニクリームコロッケ・
みかん、いちご

ひつまぶし・豚汁・ホワイ
トアスパラ・茄子の炒め物

ご飯・味噌汁・唐揚げ・大
学芋・ポテトサラダ・フ
ルーツポンチ

親子丼・餃子スープ・ラー
メンサラダ・粕漬け
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朝
ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚肉団子・ほうれん草の
炒め物・ニラの和え物

ご飯・味噌汁・大根と里芋
の煮物・鶏肉と胡瓜のｻﾗ
ﾀﾞ・煮豆

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・鮭焼き魚・玉子焼き・
麻婆豆腐・煮豆

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・蕗煮・シュウマイ・ウィ
ンナー・生酢

炊き込みご飯・スープ・
ソーセジのケチャップ炒
め・大根の煮物・煮豆・コ
ロッケ・大根と胡瓜の和え
物

ご飯・味噌汁・鶏肉の玉
葱の照り焼き・天ぷらと白
菜の炒め物・マッシュチー
ズポテト・ハムエッグ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚南瓜コロッケ・ソーセジ
炒めシューマイ・目玉焼
き・白桃

昼
ミートスパゲッティ・味噌
汁・大根の煮物・春雨と白
菜のお浸し

生チラシ(マグロ、サーモ
ン、エビ、玉子、トビッコ)・
生酢・温うどん汁・煮豆

ご飯・玉葱スープ・野菜炒
め煮物・ラーメンサラダ

稲荷寿司・うどん・煮玉
子・たくあん

ご飯・味噌汁・茄子と」豚
肉の炒め・マカロニサラ
ダ・里芋の煮物・ウィン
ナー

ラーメン・おにぎり・白菜
の白和え・桃、バナナ

夕
ご飯・味噌汁・コロッケ・野
菜炒め・みかん

中華丼・スープ・大根、天
カマの煮物・ハッシュドポ
テト

カレーライス・フルーツポ
ンチ・煮豆

ご飯・味噌汁・あんかけ塩
焼きそば・ほうれん草と大
根の和え物・ハッシュドポ
テト

オムライス・ポテトサラダ・
フルーツポンチ・味噌汁

ご飯・味噌汁・すき焼き・
漬物・煮豆

二色丼・味噌汁・煮豆・フ
ルーツポンチ・芋団子
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朝

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
鯖焼き・ポテトサラダ・ほ
うれん草のベーコン炒め・
フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・さつま芋の
ｻﾗﾀﾞ・蕗と天カマ炒め・大
根と鶏肉の煮物・漬物

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・ポテトサラダ・蕗
炒めニラの卵とじ

ご飯・中華春雨スープ・鶏
モモのポン酢炒め・蕗と
天カマの炒め物・煮リンゴ

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・ウィンナーのケチャッ
プ炒め・キャベツと天カマ
炒め・煮豆・スクランブル
エッグ

ご飯・味噌汁・サケ焼き
魚・ひじきの煮物・玉子焼
き・ウィンナー

ご飯・味噌汁・サバの味
噌煮・大根、人参、天カマ
の煮物・だし巻き卵・バナ
ナといちご、みかんのは
ちみつ和え

昼

ご飯・味噌汁・マカロニサ
ラダ・鶏とトマトのチーズ
煮込み・あんかけシュー
マイ

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・里芋の煮物・たくあん

ご飯・味噌汁・蕗とちくわ
のシーチキン炒め・回鍋
肉

天丼・味噌汁・里芋の煮
物たくあん

おはぎ・豚汁・麻婆豆腐・
漬物・ザンギ・温野菜

カレーライス・コンソメスー
プ大根サラダ・フルーツポ
ンチ

ラーメン・おにぎり・大根と
インゲンの煮物・いちごと
バナナのフルーツミックス

夕

ご飯・スープ・チーズハン
バーグ・春雨サラダ・人
参、インゲンのバター炒
め・

ご飯・豚汁・マグロ漬け・
生酢・きんぴら・ほうれん
草煮びたし

ご飯・お吸い物・大根おろ
しハンバーグ・トマト・ミッ
クスベジタブル・生酢・フ
ルーチェ

ご飯・スープ・甘酢あんか
けの肉団子・春雨サラダ・
シュウマイ・コロッケ

ご飯・味噌汁・コロッケ・マ
カロニサラダ・大根の煮
物

豚丼・味噌汁・茄子、ピー
マン肉味噌炒め・ほうれ
ん草の白和え

ご飯・味噌汁・白菜と豚肉
のあんかけ・芋ピザ・トマ
ト・漬物
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朝

ご飯・味噌汁・茄子の煮
びたし・ポテトサラダ・玉
子焼き・肉団子・ウィン
ナー

ご飯・味噌汁・ささみの
ガーリック醤油炒め・玉
子・煮物大学芋・マカロニ
グラタン

ご飯・味噌汁・かに玉・み
かん・ベーコン、ホウレン
草炒め・カニクリームコ
ロッケ・里芋の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・ハム、ピーマン
炒め目玉焼き・紫蘇味噌
巻き・煮豆・ひれ肉炒め

ご飯・味噌汁・さんまの生
姜煮・大根と肉の煮物・玉
子焼き・煮豆・胡瓜の酢
の物

ご飯・味噌汁・大根と豚ひ
き肉炒め・玉子焼き・煮
豆・コーンバター・マカロ
ニサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・芋と
ささぎ豆の煮物・大根、里
芋煮紅鮭焼き魚・煮豆・
昆布巻き・フルーツ

昼

ご飯・味噌汁・鶏肉の中
華風きのこ炒め・蕗、タケ
ノコの煮物・ブロコッリー、
トマトサラダ

ご飯・味噌ラーメン・エビ
シュウマイ・フルーツゼ
リー和え

おにぎり・焼きうどん・じゃ
が芋とインゲンの煮物・
玉子豆腐・みかん、桃

ご飯・味噌汁・和風煮込
みハンバーグ・ハッシュド
ポテト・ほうれん草のなめ
茸和え・フルーチェ

豚丼・ポテトサラダ・味噌
汁ベーコンときのこの炒
め物ゼリー

ミートスパゲッティ・おにぎ
り・春雨スープ・ほうれん
草のお浸し・コールスロー

焼きそば・おにぎり・にら
と玉子のスープ・ほうれん
草の胡麻和え・トマトのｻ
ﾗﾀﾞ

夕
カツ丼・味噌汁・ポテトサ
ラダ・いんげんの胡麻和
え・フルーツポンチ

親子丼・味噌汁・ハムポ
テトサラダ・人参きんぴら

ご飯、味噌汁・マグロ漬
け・玉子焼き・胡瓜、トビッ
コ、カニカマ和え・ジンギ
スカン・しゃぶしゃぶ

ご飯・味噌汁・コロッケ・マ
カロニサラダ・桃・漬物

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
大根サラダ・マカロニチー
ズ

すき焼き煮・ご飯・煮豆・
フルーツポンチ

ご飯・スープ・豆腐ハン
バーグ・人参きんぴら・ポ
テトサラダ
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