
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝

ご飯・コーンスープ・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・芋と天カマの味噌煮・
紅鮭焼き魚・ウィンナー・
肉と野菜炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・エビ
シュウマイ・ニラ玉・サケ
焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・昆布
巻き・茄子のオイスター
炒め・目玉焼き・梅干し・
天カマキャベツ炒め

生姜ご飯・味噌汁・エビ
シュウマイ・チキングラタ
ン・玉子焼き・紅鮭焼き
魚・茄子焼き

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
蕗の煮物・漬物・ほうれ
ん草とベーコンの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・赤身
みりん漬け・南瓜煮・ポテ
トサラダ・大根とがんもの
煮物

昼
キーマカレー・春雨サラ
ダ・マカロニサラダ・みか
ん・バナナのゼリー和え

ご飯・ポトフ・ハンバーグ・
ｻﾗﾀﾞ・フルーツ

ちらし寿司・ソーメン汁・
唐揚げ・肉ともやし炒め・
リンゴ煮

ご飯・味噌汁・エビフライ・
スパゲッティ・大根と玉子
の煮物

天ぷらかき揚げうどん・お
稲荷さん・ホワイトアスパ
ラ・里芋の煮物

ご飯・味噌汁・肉団子・ほ
うれん草の白和え・芋と
舞茸炒め

夕
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
玉葱ときのこの炒め物・フ
ルーツ盛り

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
かに玉・八宝菜・大根天
カマ煮

ご飯・味噌汁・鶏肉とじゃ
が芋のオイスター炒め・
かに玉・ほうれん草の胡
麻和え

ご飯・味噌汁・味噌鍋・小
松菜の胡麻和え・フルー
ツポンチ

幕の内弁当・味噌汁
ご飯・味噌汁・筑前煮・大
学芋・フルーツ
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朝

ご飯・味噌汁・コーヒー牛
乳たらこ・青椒肉絲・キャ
ベツとベーコンと玉子の
炒め物人参、大根、キャ
ベツのｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・キャベツ、天カマ炒
め・鯖塩焼き・シュウマイ・
ほうれん草、ベーコン炒
め

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・ピーマンと豚肉の細
切炒めあげ芋・ほっけ焼
き魚・茄子の味噌炒め・
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・サケ焼き
魚・大根の煮物・コールス
ローサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ほっけ焼き魚・牛肉
コロッケ・キャベツ、天カ
マ炒め・茄子の味噌炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・煮
豆・麻婆豆腐・さつま芋炒
め・タッカルビ

ご飯・味噌汁・牛乳・野菜
オイスター炒め・だし巻き
卵・シューマイ・蕗とちくわ
の鯖缶和え

昼
ご飯・豚汁・焼肉・長いも
の煮物・ほうれん草とも
やしの和え物

かき揚げうどん・稲荷寿
司ほうれん草の白和え・
フルーツ・おはぎ

ご飯・味噌汁・ソーセージ
揚げ・スパゲティ・野菜サ
ラダ・フルーツ

ご飯・ソーメン汁・肉団
子・大学芋・トマト・フルー
ツ

ご飯・味噌汁・コロッケ・
ほうれん草の胡麻和え・
もやしおかか和え・ニラの
挽肉あんかけ・春雨サラ
ダ

オムライス・エビ汁・きん
ぴらごぼう・エビチリ・カリ
カリベーコン野菜サラダ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・焼きそば・ほうれん草
のエノキ和え・フルーチェ

夕
海老丼・マカロニサラダ・
味噌汁

ご飯・味噌汁・さんまの生
姜焼き・入り豆腐・長いも
のステーキ

親子丼・味噌汁・里芋の
煮物・シーチキンサラダ

カレーライス・マカロニサ
ラダ・わかめスープ・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
ｻﾗﾀﾞ・フルーツ

ご飯・豚汁・鮭ホイル焼
き・ゴーヤチャンプルー・
ニラ、カニカマ胡麻和え

ご飯・味噌汁・ポテトグラ
タン・肉野菜炒め・サンマ
蒲焼き
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・鯖塩焼
き・クリームコロッケ・たら
こ・切昆布

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・紅鮭焼き魚・キャベ
ツと天カマの煮物・豚肉
の野菜の炒め物・エビ
シュウマイ・ヨーグルト

ご飯・味噌汁・鯖塩焼き・
肉団子炒め・シュウマイ・
春雨サラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・あらびきステー
キ・筑前煮・ポテトサラダ・
煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・青椒
肉絲・きのこと玉子の炒
め物キャベツと天カマの
煮物・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・肉野菜炒め・めぬ
き焼き魚・ウィンナー、
ピーマン炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・ウィンナー炒
め・ニラ卵とじ・蕗の煮
物・ポテトサラダ

昼
ご飯・味噌汁・あげ芋・豆
腐ハンバーグ・トマト・フ
ルーツ

ご飯・玉子スープ・鶏団子
の白菜スープ煮・さつま
芋ｻﾗﾀﾞ・ほうれん草と舞
茸のキッシュ

かき揚げうどん・稲荷寿
司・南瓜のいとこ煮・フ
ルーチェ

鮭チラシ寿司・ソーメン
汁・ざんぎ・大根サラダ

野菜味噌ラーメン・おにぎ
り・ニラ玉子とじ・みかん

ご飯・味噌汁・エビフライ・
豆腐と茄子の揚げ出し・
フルーチェ

ご飯・味噌汁・肉豆腐・白
菜としめじの炒め物・ほう
れん草ともやしの和え
物・フルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・牛乳・シュ
ウマイ・大学芋・大根の卵
とじ新玉ねぎのｻﾗﾀﾞ

漬け丼・煮しめ・味噌汁・
ほうれん草の胡麻和え・
べったら漬け

ご飯・味噌汁・コロッケ・
ほうれん草白和え・胡瓜・
トマト・野菜炒め

ご飯・味噌汁・カニカマの
卵とじ・肉じゃが・フルー
ツ盛り合わせ

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・玉子味噌・大根、がん
も、天カマ煮

カレーライス・コンソメ
スープ・胡瓜の酢の物・
キウイフルーツ

ご飯・味噌汁・ハンバーグ
デミグラスソース煮込み・
ほうれん草白和え・バナ
ナと桃のヨーグルトホイッ
プ和え
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・そぼ
ろと入り玉子ののあんか
け・焼き魚・蕗とちくわの
煮物・胡瓜とわかめの酢
の物・南瓜コロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・鶏つくね・さつ
ま芋ｻﾗﾀﾞ・キャベツとソー
セジの炒め物・チーズ入
りスクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・ナム
ル豚肉炒め・オムレツ風・
カニクリームコロッケ

ご飯・味噌汁・メバル焼き
魚・オニオンｻﾗﾀﾞ・蕗、タ
ケノコの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ蒲焼き・アスパラベーコ
ン・シュウマイ・梅干し・
キャベツ、天カマ煮

ご飯・味噌汁・牛乳・タナ
ゴ焼き・サケ焼き魚・天カ
マと芋の味噌煮・酢豚の
甘酢炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・茄子
と玉子の炒め物・紅鮭焼
き魚・豚肉の炒め物・キャ
ベツと天カマの煮物

昼
ご飯・味噌汁・お好み焼
き・南瓜のいとこ煮・ヨー
グルトバナナ

ご飯・そば・マイタケ揚
げ・唐揚げ・フルーチェ

キーマカレー・ニラ玉スー
プクリームコロッケ・煮リ
ンゴ・紫蘇実漬け

稲荷寿司・そうめん・ツナ
サラダ・野菜の肉巻き

ご飯・味噌汁・揚げ出し豆
腐スパゲティ・煮リンゴ・
玉葱、胡瓜のおかか和え

ご飯・味噌汁・生姜入り
肉団子あんかけ・玉子ｻﾗ
ﾀﾞ・漬物・かぶの酢の物

ご飯・味噌汁・筑前煮・さ
つま芋煮・フルーツ・ホッ
トケーキ

夕
ご飯・シチュー・オニオン
ステーキ・アスパラサラダ

ご飯・玉子スープ・カレー
ライス・ほうれん草のなめ
茸和え・みかん

ご飯・醤油鍋・胡瓜の酢
の物・フルーツポンチ

お好み焼き・おむすび・餃
子

鯖寿司・すまし汁・白和
え・南瓜団子

ご飯・味噌汁・カツ・肉
じゃが・ほうれん草の和
え物

ご飯・味噌汁・餃子・蕗と
揚げの煮物・ニラの卵と
じ・・いちご
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・ほっけ焼き魚・ほう
れん草とベーコン炒め・
生姜焼き

ご飯・味噌汁・シラス入り
玉子焼き・さんまの蒲焼
き・あげ芋・グラタン・ツナ
とピーマンの和え物

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ風・鶏肉の和え物・大
根味噌漬け・さつま芋煮

昼
ご飯・シチュー・お好み焼
き・玉葱と胡瓜の酢の物・
フルーチェ

冷やしラーメン・ニラ玉
スープ・長いも厚揚げひじ
きの煮物・大根ポン酢和
え・みかん、バナナ

ご飯・豚汁・豚ジンギスカ
ン・蕗と天カマの煮物・ポ
テトサラダ・ほうれん草の
なめ茸和え

夕
海老丼・味噌汁・里芋の
あげあんかけ・もやしのｻ
ﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
ポテトサラダ・フルーツ盛
り

ご飯・味噌汁・焼きそば・
ハンバーグ・小松菜の胡
麻和え
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