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31 1 2

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・ほっけ焼き魚・え
びちり・キャベツ天ンカマ
炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・塩サバ
のチーズカルビ・小松菜とし
めじと玉子のバター炒め・胡
瓜とささみの中華ｻﾗﾀﾞ・ブ
ロッコリーと甘エビのガーリッ
ク炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・シュ
ウマイ・たらこ・麻婆ほう
れん草・玉葱と玉子の和
え物

昼
生チラシ寿司・すまし汁・
大学芋・フルーツ

カレーライス・大根サラ
ダ・白玉団子入りフルー
ツ・味噌汁

ご飯・スープ・ハンバー
グ・スパゲティ・フルー
チェ・茄子の味噌炒め・野
菜サラダ

夕
海老丼・味噌汁・かぶと鶏
団子の煮物

ご飯・味噌汁・すき焼き・
フルーツ盛り・ポテトサラ
ダ

ご飯・味噌汁・肉団子・芋
のがんもの煮物・茶碗蒸
し
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ソー
セージの卵とじ・ほっけ焼
き魚・煮豆・ミートグラタ
ン・バナナ・インゲンの胡
麻和え

ご飯・味噌汁・牛乳・切り
干し大根・ミニハンバー
グ・赤魚焼き魚・目玉焼き

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・蕗とタケノコの煮物・
マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・かに玉・ほうれん
草白和え・シュウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・か
ぶ、天カマ煮・茄子、ピー
マンオイスター炒め・ポテ
トサラダ・紅鮭

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
ま甘露煮・玉葱の卵とじ・
紫蘇味噌・鶏肉と茄子の
甘酢あん・キャベツと天カ
マの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
のニンニク味噌炒め・き
のこ卵とじ・エビシュウマ
イ・紅鮭焼き魚

昼
生チラシ寿司・ソーメン
汁・里芋の煮物・フルーツ

ご飯・味噌汁・唐揚げ・芋
サラダ・大学芋・フルー
チェ

親子丼・長いもの厚揚げ
の煮物・味噌汁・みかんと
バナナ

お稲荷さん・野菜ラーメ
ン・餃子・白菜と胡瓜の梅
肉和え

ご飯・かき揚げうどん・エ
ビフライ・茄子とピーマン
の味噌和え

ご飯・すまし汁・キャベツ
メンチカツ・大根の昆布
煮・マイタケとなすびの炒
め物・スパゲティ

ちらし寿司・ソーメン汁・さ
つま芋の肉巻きフライ・ほ
うれん草のえのき和え・フ
ルーツ

夕
海老丼・大根、天カマ煮・
煮豆

ご飯・味噌汁・ほうれん草
のなめ茸和え・べったら
漬け

ご飯・味噌汁・和風煮込
みハンバーグ・キャベツと
玉子の炒め物・フルーツ

ご飯・味噌汁・刺身(マグ
ロ、しめ鯖、サーモン、ト
ビッコ、だし巻き卵、うな
ぎ)・みかん

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・白菜のお浸し・ア
スパラｻﾗﾀﾞののりドレッシ
ング

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
白菜サラダ・フルーツ盛り

ご飯・味噌汁・大根と天カ
マの煮物・鶏しお麻婆・餃
子
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鯖の味噌煮・ほうれ
ん草ベーコン炒め・南瓜
コロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏マ
ヨつくね・ほっけ酒蒸し焼
き・大根と人参、天カマの
煮物・マカロニ、ゆで卵サ
ラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・グラタン・エビシュウ
マイ紅鮭焼き魚・ほうれん
草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・牛乳・人参
炒め・ベーコンポテト・ク
リームコロッケ・鯖の味噌
煮・豚肉とピーマンの炒
め物

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・牛肉コロッケ・茄子
の油炒め・サケ焼き魚・の
り

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・じゃが芋のガレッ
ト・ベーコン、しめじ、ほう
れん草のバター炒め・煮
豆

ご飯・味噌汁・牛乳・
シューマイ・豚肉の生姜
焼き・オムレツ風・鮭の焼
き魚

昼
ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・ニラ焼き・大学
芋・フルーツ

かき揚げうどん・稲荷寿
司・じゃが芋とピーマンの
フライフルーツ

ご飯・春雨スープ・肉団子
の白菜煮・ポテトサラダ・
煮物

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・ほうれん草のな
め茸和え・大学芋・フルー
チェ

鯖チラシ・味噌汁・ラーメ
ンサラダ・里芋のあげあ
んかけ・フルーツヨーグル
ト

ご飯・ソーメン汁・唐揚げ・
茄子とピーマンの味噌和
え野菜サラダ・フルーツ

生寿司・オードブル・茶碗
蒸し・漬物・フルーツ盛り
合わせ

夕
豚丼・味噌汁・ポテトサラ
ダ・べったら漬け

ご飯・味噌汁・マスのホイ
ル焼き・もやしのなめ茸
和え・春雨サラダ

カレーライス・ニラ玉・玉
子スープ・フルーツ盛り

ご飯・味噌汁・サンマ蒲焼
き・蕗と揚げの油炒め・餃
子

ご飯・すり身汁・鯖の竜田
揚げ・挽肉天カマ、茄子
のそぼろあんかけ・ほう
れん草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・すき焼き・
さつまいもサラダ・フルー
ツ盛り合わせ

ご飯・味噌汁・ラム肉と野
菜炒め・もやし、なめ茸和
え・フルーチェ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の卵とじ・ホワイトアスパ
ラ・ラム肉の味付け・鯖の
水煮

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・さんま・さつま芋のｻ
ﾗﾀﾞ生姜焼き・豚肉と野菜
の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭の
ちゃんちゃん焼き・ホウレ
ン草、ベーコンの蒸玉子・
カニクリームコロッケ・煮
豆

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・肉団子入り野菜炒め・
マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・大根
と挽肉の炒め物・ベーコ
ンポテト・エビシュウマイ

生姜ご飯・味噌汁・チーズ
入り玉子焼き・アメリカン
ドッグ・インゲンの胡麻和
え・鶏つくね・キャベツと
天カマの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・ソーセジ炒め・茄
子、ピーマン炒め・リンゴ
ｻﾗﾀﾞ・里芋、人参、大根
煮

昼

ご飯・豚汁・メンチカツ・
ハッシュドポテト・蕗の煮
物・ポテトサラダ・フルー
ツ

キーマカレー・ニラ玉とじ
スープ・春雨サラダ・ハッ
シュドポテト・みかん桃ゼ
リー

ご飯・味噌汁・肉豆腐・さ
つま芋ｻﾗﾀﾞ・じゃが芋の
チーズ焼き

かき揚げうどん・稲荷寿
司エビフライ・フルーチェ

おはぎ・味噌汁・ハムカ
ツ・ロールキャベツ・ポテト
サラダ

カレーライス・エビフライ・
大学芋・フルーツ

ご飯・味噌汁・スパゲッ
ティ・唐揚げの甘酢・ほう
れん草のエノキ和え・フ
ルーツ

夕
ご飯・シチュー・ﾎﾟﾃﾄチー
ズ白菜のお浸し

ご飯・味噌汁・和風ハン
バーグ・マカロニサラダ・
フルーツ

マグロ、サーモン漬け丼・
味噌汁・ほうれん草、白
菜和え物・蕗の煮物・白
桃

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
人参炒め・フルーツ

ご飯・味噌汁・タラの野菜
甘酢・あんかけ・大根の
卵とじ

天ぷらうどん・お稲荷さ
ん・白菜の梅肉和え・イチ
ゴ、みかんゼリー

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・大根の煮物・浅漬け
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朝

ご飯・味噌汁・コーヒー牛
乳麻婆茄子・エビシュウ
マイ・芋ｻﾗﾀﾞ・ウィンナー
炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・かに
玉カニクリームコロッケ・
豚肉と野菜の炒め物・
ほっけ焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
き魚・茄子の味噌炒め・
蕗と天カマ煮・玉子焼き・
シュウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・牛肉
コロッケ・サケ焼き魚・青
椒肉絲・玉葱ときのこの
卵とじ

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
蕗の煮物・ほうれん草の
和え物・胡瓜の酢の物

ご飯・味噌汁・牛乳・ペン
ネグラタン・さつま芋のｻﾗ
ﾀﾞもやしと豚肉の炒め物・
和風スクランブルエッグ・
さんまの蒲焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・麻婆
豆腐・豚肉と玉葱の生姜
焼き・漬物・昆布巻き

昼
ご飯・味噌汁・唐揚げの
甘酢・うどん焼き・長いも
の梅肉和え

おにぎり・ラーメン・エビ
シュウマイ・みかんとバナ
ナのゼリー和え

ご飯・ポトフ・スパゲッ
ティ・大学芋・鶏のフライ

ソースカツ丼・すまし汁・
ラーメンサラダ・ほうれん
草のエノキ和え

ご飯・豚汁・肉団子と野菜
のスープ煮・さつま芋ｻﾗ
ﾀﾞ・マカロニサラダ

かき揚げうどん・稲荷寿
司・白菜の梅和え・アメリ
カンドッグ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
ほうれん草のエノキ和え・
フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・キャベツ
シュウマイ・入り豆腐

ご飯・味噌汁・大根と里
芋、天カマ煮・ほうれん草
のなめ茸和え・ハンバー
グ

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
めフルーツ盛り・豆腐ハン
バーグ

ご飯・味噌鍋・マカロニサ
ラダ・フルーツポンチ

鮭チラシ・味噌汁・切昆布
の煮物・もやしのお好み
焼き

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
白菜サラダ・フルーツ盛り
フルーツ盛り・人参、ピー
マン炒め

ご飯・味噌汁・うなぎの蒲
焼き・ニラの卵とじ・煮豆・
餃子
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