
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・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・紅鮭焼き魚・天カマひ
じき煮・肉もやし炒め

ご飯・味噌汁・ささみチー
ズカツ・チーズ入りスクラ
ンブルエッグ・蕗の煮物・
あげ芋ほっけのミリン焼
き

ご飯・味噌汁・牛乳・トマト
と玉子の炒め物・ミニハン
バーグ・南瓜煮・牛乳、
チョコバナナプリン

ご飯・味噌汁・銀カレイor
たらの焼き魚・ほうれん草
のお浸し・大根の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・金目
鯛西京焼き・油揚げとも
やしの炒め物・鶏肉の甘
酢漬け・エビシュウマイ・
玉子焼き・ブルーベリー
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・玉子味噌・
天カマ、ひじき煮・鯖焼き
魚・白菜、きのこのみぞれ
炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・肉
じゃが・ニラ卵とじ・ウィン
ナー、ピーマン炒め・目玉
焼き・ブルーベリー

昼
ご飯・味噌汁・インゲンの
煮物・マカロニサラダ・グ
ラタンフルーチェ

ご飯・すまし汁・冷やし
ラーメン・むね肉の大葉
チーズはさみ揚げ・ピー
マンと茄子の味噌和え・
スイカ

エビフライカレー・春雨の
酢の物・スイカ

野菜の醤油ラーメン・か
に玉・ポテトサラダ・胡瓜
の浅漬け・お稲荷さん

ご飯・シチュー・ハンバー
グ・スパゲッティ・フルーツ

ご飯・中華スープ・キーマ
カレー・玉子ｻﾗﾀﾞ・フルー
ツ

鶏丼・けんちん汁・春雨サ
ラダ・こふきいも

夕

手まりおにぎり・味噌汁・
小松菜のつみれの煮物・
豚肉と野菜の炒め物・エ
ビニラそうめん

海老チラシ・お吸い物・き
のこバーグのあんかけ煮

ご飯・味噌汁・餃子・茄子
の味噌炒め・長いもの梅
和え・桃

海老丼・味噌汁・さつま芋
のきんぴら・豆腐のチャン
プルー

鮭チラシ寿司・大学芋・ク
リームコロッケ・ﾎﾟﾃﾄ包み
揚げ

ご飯・味噌汁・エビと野菜
のかき揚げ・鯖缶と大根
の煮物・春雨サラダ・八朔

おにぎり・冷やし中華・南
瓜の煮付け・ウィンナーと
ピーマンのケチャップ炒
め
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朝

炊き込みご飯・牛乳・味噌
汁・大根と天カマ、インゲ
ン煮・ひじきの炒め物・胡
瓜漬け

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・キャベツの炒め煮・
あげ芋・ほっけ焼き魚・南
瓜コロッケ・ベリーヨーグ
ルト

はらこ飯・味噌汁・蕗の煮
物ほうれん草の和え物

ご飯・味噌汁・牛乳・米茄
子焼き・紅鮭焼き魚・胡瓜
クラゲ和え・すじこ・シュウ
マイ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
牛蒡のきんぴら・ほうれん
草のトビッコ和え・シュウ
マイ・ブロッコリー

ご飯・味噌汁・さんま糠漬
け玉子味噌・芋とインゲン
天カマ煮・肉野菜炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の玉子とじ・鶏肉の龍田
焼・胡瓜の和え物・大学
芋・ヨーグルト

昼
ソースカツ丼・味噌汁・南
瓜揚げ・冷奴・フルーチェ

海老カツ・味噌汁・焼き
鳥・子蕗芋・春雨サラダ・
牛乳寒ゼリー

チャーシュー丼・すまし
汁・キャベツのメンチカツ・
入り豆腐・ベーコンと玉子
炒め

キーマカレー・マカロニサ
ラダ・スープ・南瓜の煮物

かき揚げうどん・稲荷寿
司・チーズ入りチキンカ
ツ・野菜サラダ

ご飯・野菜スープ・肉団子
の野菜煮込み・野菜とカ
ニカマのキッシュ・マカロ
ニサラダ

ご飯・味噌汁・カレーパ
ン・春雨サラダ・南瓜煮・
フルーチェ

夕
ご飯・冷麦・豆腐ハンバー
グのきのこあんかけ

ご飯・味噌汁・餃子・煮
物・マカロニサラダ

うな重・味噌汁・かに玉

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・胡瓜の酢の物・
茄子、ピーマンの味噌炒
め

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ソース焼きそば・胡瓜
ツナサラダ

おはぎ・豚汁・もやしのお
好み焼き風

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・茄子の卵とじ・ラー
メンサラダ・牛乳ゼリー
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朝

鮭ご飯・味噌汁・キャベツ
と天カマの煮物・ほうれん
草の和え物・ブロッコリー
ベーコンのたらこ炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・タラフライ・鶏つく
ね・蕗の煮物・あげ芋

ご飯・味噌汁・さんま塩焼
き厚焼き玉子・天カマキャ
ベツ煮・芋フライ

ご飯・味噌汁・牛乳・ウィ
ンナー炒め・ほっけ焼き
魚・くらげ、胡瓜、カニカマ
和え・ハンバーグ・目玉焼
き

さつま芋ご飯・味噌汁・玉
子焼き・サバの味噌煮・チ
キングラタン・ピーマンと
ソーセージの炒め物・牛
乳プリン

ご飯・味噌汁・サンマ蒲焼
き・肉野菜炒め・目玉焼
き・紫蘇味噌・南瓜サラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・米茄子焼き・ソー
セージ炒め

昼
ソーメン・天丼・リンゴのコ
ンポート

チラシ寿司・すまし汁・グ
ラタンコロッケ・茄子と
ピーマンの味噌炒め・ほ
うれん草のおかか和え・り
んご

ご飯・味噌汁・ジャーマン
ポテト・野菜の肉巻き・ほ
うれん草の胡麻和え

野菜甘辛挽肉ラーメン・
胡瓜のごま油漬け・アメリ
カントマト

ご飯・味噌汁・さつま芋と
鶏肉の炒め・ニラ焼き・春
雨サラダ

ご飯・ソーメン・ハムフラ
イ・南瓜煮・フルーツ

ご飯・玉子スープ・肉団子
と白菜のスープ煮・春雨と
胡瓜の酢の物・ほうれん
草とベーコンの炒め物・フ
ルーチェ

夕
ご飯・シチュー・ピーマン
の塩昆布炒め・南瓜コ
ロッケ・ハム巻きポテサラ

三食丼・味噌汁・おふくろ
煮南瓜煮・ブルーベリー

カレーライス・ポテトサラ
ダ・八朔・トマト

鯖チラシ・味噌汁・もやし
と油揚げの炒め物・野菜
と豚肉の味噌焼き

ご飯・味噌汁・ロールキャ
ベツ・南瓜コロッケ・茶碗
蒸し

おはぎ・豚汁・ポパイサラ
ダ大根の煮物

ご飯・コンソメスープ・和
風きのこパスタ・大根サラ
ダ・フルーツポンチ
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朝

鶏釜飯・味噌汁・鯖焼き
魚・里芋とさつま芋の煮
物・ほうれん草と白菜の
なめ茸和え

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・カニカマ、胡瓜、ソー
セジの胡麻ドレッシング
和え・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・ほっけの西京焼き・鶏
つくねスィートﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・
ブロッコリーとハムの炒め
物・牛乳プリン

ご飯・味噌汁・鯖みりん焼
き魚・シーチキンサラダ・
キャベツの卵とじ

ご飯・味噌汁・サンマ蒲焼
き冷奴なめ茸和え・黒豆・
ベーコンステーキ・インゲ
ンの胡麻和え

ご飯・グラタンスープ・玉
子焼き・酢豚・大根と天カ
マの煮物・エビシューマ
イ・牛乳・フライドポテト

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・筑前煮・つつみ目
玉・ニラ玉・すじこ

昼
おむすび・カレーうどん・
南瓜煮・フルーツ

ご飯・玉子スープ・カ
レー・フルーツポンチ

かき揚げうどん・ご飯・春
雨の酢の物・フルーツ

ご飯・味噌汁・鶏肉のチー
ズはさみ揚げ・スパゲッ
ティ・フルーツ

チラシ寿司・味噌汁・さん
ま唐揚げ・ミートボールフ
ライ・春雨サラダ・フルー
ツ

うどん・お稲荷さん・肉団
子・野菜サラダ

ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・ほうれん草の白和
え・玉葱とベーコンチーズ
焼き

夕

ご飯・ネギガラスープ・茄
子、豚肉甘辛炒め・コー
ルスロー・イワシ入りハン
バーグ

海老丼・黒豚サンタン
スープ豆腐のなめ茸のせ

お寿司・味噌汁・白玉入り
フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・きのこバター炒
め・もろみ胡瓜の・トマト・
天カマ、大根の煮物

ご飯・シチュー・玉葱と天
カマの玉子とじ

海老丼・豚汁・ほうれん草
の胡麻和え・みかん、桃

ご飯・味噌汁・八宝菜・南
瓜コロッケ・胡瓜ツナサラ
ダ
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朝
ご飯・味噌汁・さんま塩焼
き・豚肉、ピーマン炒め・
玉子味噌・たらこ

ご飯・味噌汁・牛乳・チーズ
入りスクランブルエッグ・ほっ
け焼き魚・アメリカンドッグ・ツ
ナとピーマンの蒸煮・照り焼
きチキン・ミルクプリン

昼
混ぜご飯・塩鍋・スパゲ
ティｻﾗﾀﾞ・胡瓜ともやしの
ナムル・フルーチェ

ソースカツ丼・ソーメン汁・
鶏肉とさつま芋炒め・野
菜サラダ

夕
ご飯・ポテトコロッケ・春雨
サラダ

三食丼・味噌汁・きんぴら
ごぼう・胡瓜とツナの胡麻
ドレッシング和え
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