
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・豆腐ハン
バーグ・さつま揚げ醤油
炒め・サバ味噌煮

ご飯・味噌汁・オムそば・
カニクリームコロッケ・
ほっけ焼き魚・ほうれん草
の胡麻和え・ホワイトアス
パラサラダ・あんぽ柿

ご飯・味噌汁・玉子味噌・
さんま蒲焼・ほうれん草、
ベーコンバター炒め・ハッ
シュドポテト

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・ふき、タケノコ煮・南
瓜の甘煮・サバみぞれ
煮・柿

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・揚げじゃが・玉子焼
き・ほうれん草とツナの和
え物

ご飯・味噌汁・おろしハン
バーグ・ベーコン、玉葱炒
め・ウィンナー・パイナップ
ル

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・ポテトサラダ・筑
前煮・ミニオムレツ・フ
ルーツ

昼
チラシ寿司・野菜煮込み
うどん・茄子とピーマンの
味噌和え・柿

中華丼・鶏麺・野菜サラ
ダ・ソーセージ、芋のチー
ズ焼き

炊き込みご飯・味噌汁・入
り豆腐・たまコロッケ・マカ
ロニサラダ・ゼリー

ご飯・味噌汁・ハムカツ・
コロッケ・野菜サラダ・餃
子スープ・フルーツ

かき揚げうどん・稲荷寿
司・茄子とピーマンの味
噌和え豆腐のなめ茸あえ

ご飯・味噌汁・大根とがん
もの煮物・茄子とピーマン
のそぼろ炒め・春巻き

ご飯・味噌汁・きのこハン
バーグ・きんぴらごぼう・
玉葱ｻﾗﾀﾞ

夕
ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ポテトフライ・豆
腐のきのこあんかけ

ご飯・味噌汁・カレーコ
ロッケ・マカロニサラダ・
ソース焼きそば

海鮮丼・すいとん汁・ほう
れん草の胡麻和え・柿

海老丼・味噌汁・茶碗蒸
し・長いもステーキ

ご飯・シャンタンスープ・
豆腐ステーキ・ほうれん
草、きのこバター炒め・ト
マト、ハムサラダ・イカ
シュウマイ

ご飯・三平汁・ウィンナー
オムレツ・漬物・豚肉の生
姜焼き・茄子、ピーマン煮
びたし

マグロ漬け丼・お吸い物・
白菜のミルク煮・茄子の
揚げ浸
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・カニ
風味甘酢あんかけ・ほっ
け焼き魚・コロッケ・鶏肉
と野菜の炒め物・大学芋

ご飯・味噌汁・豆腐ステー
キ・海老カツ・鯖のみぞれ
煮・豚肉とピーマン炒め

ご飯・味噌汁・カレーコ
ロッケ・ベーコン、玉葱の
炒め物・インゲンの胡麻
和え

ご飯・味噌汁・サバみぞ
れ煮・岩ノリ・ウィンナー、
きのこ炒め・ホワイトアス
パラ・目玉焼き

ご飯・味噌汁・サンマの生
姜焼き・玉子焼き・コロッ
ケ・酢どり・あんずヨーグ
ルト

ご飯・味噌汁・ミートオム
レツ・肉野菜炒め・ほっけ
焼き魚・じゃが芋、ベーコ
ン炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・筑前煮・トマト・ニ
ラ玉子とじ・枝豆ｻﾗﾀﾞ

昼
ご飯・味噌汁・コロッケ・南
瓜煮・ピーマン、茄子炒
め・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・うなぎ・フ
ルーツ・大根、人参、玉子
の煮物・ほうれん草の胡
麻和え

ご飯・ミートボールカレー・
マカロニサラダ・長いもの
梅和え

野菜醤油ラーメン・お稲
荷さん・胡瓜とカニカマの
酢の物・生姜餃子・みか
ん、桃

チラシ寿司・味噌汁・豆腐
ハンバーグ・天カマときの
こ炒め・柿

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ・じゃが芋、舞茸炒め・
春雨サラダ・豆腐のエノ
キ和え

海老丼・味噌汁・春雨サ
ラダ・デミポテトグラタン・
フルーツミルクプリン

夕
おむすび・お好み焼き・も
やしあんかけ玉子

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・プチﾎﾟﾃﾄ・レタス
の酢味噌和え

ご飯・味噌汁・茄子、ﾎﾟﾃﾄ
豚肉ロールフライ・さつま
芋ｻﾗﾀﾞ・蕗、天カマ炒め・
柿

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・切昆布と天カマの炒
め煮・南瓜のバターソ
テー

ご飯・味噌汁・餃子・かぶ
と大根のｻﾗﾀﾞ・ニラの玉
子とじ・煮豆

カレーライス・豆腐ハン
バーグあんかけ・フルー
ツポテト・トマト

そぼろご飯・ニラ玉スー
プ・豚肉甘辛煮・キャベ
ツ、カニカマｻﾗﾀﾞ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の味
噌煮・豆腐ハンバーグ・ミック
スベジタブル入りスクランブ
ルエッグ

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・目玉焼き・牛肉、野菜
炒め・アメリカンドッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・鯖の味噌煮・鶏肉
の甘酢あんかけ・キャベ
ツとひじきの煮物・南瓜の
煮物

ご飯・味噌汁・白身フラ
イ・さば水煮・ベーコン、
玉葱炒め・きのこバターソ
テー

ご飯・味噌汁・南瓜あん
かけ煮・めぬき西京漬け・
豚肉、白菜の酒蒸し・目
玉焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・鯖の味噌煮・ポテト
サラダ・茄子、ピーマンオ
イスター炒め

ご飯・クラムチャウダー・
牛乳・ウィンナーとピーマ
ン炒め・南瓜の煮物・鮭
焼き魚・ポテトフライ・煮
豆

昼

ご飯・味噌汁・ハムカツ・
じゃが芋、天カマの煮物・
茄子とピーマンの味噌炒
め・野菜サラダ・フルーツ

かき揚げそば・稲荷寿司・
ほうれん草の白和え・大
根、人参、天カマの煮物・
フルーツ

ご飯・味噌汁・コロッケ・
じゃが芋と舞茸炒め・ニラ
焼き牛乳寒

野菜醤油ラーメン・お稲
荷さん・大根と人参、天カ
マ鯖缶煮・洋ナシとみか
ん

エビフライカレー・大根、
がんもの煮物・野菜サラ
ダ・フルーツ

ソースカツ丼・味噌汁・ス
パゲッティ・大学芋・フ
ルーツ

カレーそば・五目巾着と
かぶの煮物・ポテトサラ
ダ・黄桃と洋ナシ

夕
海老丼・ラーメンサラダ・
味噌汁

鯖チラシ・すまし汁・もや
しの炒め物・入り豆腐

ひじきご飯・味噌汁・豆腐
ハンバーグ・シュウマイ・
白菜ゆかり和え・みかん
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・エビフライ・
餃子・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・鶏レック
煮・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・ポパイ
サラダ・フランクフルト

オムそば・胡瓜とハムのｻ
ﾗﾀﾞ・すまし汁

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・天カマともやしの
卵とじ
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朝

ご飯・味噌汁・人参、豚肉
甘辛煮・スクランブルエッ
グ・切り干し大根・南瓜ｻﾗ
ﾀﾞ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ひじき煮・あじの塩焼き・
さつま芋バター焼き

ご飯・味噌汁・ちーずいりス
クランブルエッグ・豚肉と野
菜の炒め物・ほっけ焼き魚さ
つま芋サラダ・ほうれん草の
なめ茸和え・フルーツヨーグ
ルト

ご飯・味噌汁・牛乳・焼き
豚ピーマン人参炒め・鯖
の味噌煮・ミニオムレツ・
たらこ

ご飯・味噌汁・茄子の胡
麻油和え・ベーコン、玉葱
の炒め物・天カマ醤油炒
め・冷奴なめ茸和え

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖み
りん漬け焼き・グラタンコ
ロッケ・芋もち・玉子焼き・
鶏肉の香味炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・きんぴらごぼう・
たらこ筑前煮・りんご甘煮

昼
ご飯・味噌汁・白菜肉豆
腐・がんも入り芋煮・野菜
サラダ・冬至南瓜

チラシ寿司・味噌汁・ほう
れん草の白和え・ハムフ
ライ・フルーツ

カレーライス・春雨スー
プ・クリスマス蒲鉾・鶏の
から揚げ・いちごソース
ヨーグルト

オムライス・味噌汁・あん
かけラーメン・はむのｻﾗ
ﾀﾞはさみ・ニラのお浸し・
フルーチェ

ご飯・味噌汁・唐揚げ・茄
子とピーマンの味噌炒
め・ポテトチップス・リンゴ

ご飯・味噌汁・豚肉のから
揚げ・大根の煮物・白菜
のクリーム煮・リンゴヨー
グルト和え

キーマカレー・ニラ玉スー
プポテトサラダ・ほうれん
草とシーチキン和え

夕
ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・大根天カマ煮物・
ラーメンサラダ

ご飯・シチュー・白菜トロト
ロ煮・ソーセージの卵とじ

ネギとろ丼・味噌汁・ｻﾗ
ﾀﾞ・赤魚煮付け・フルーツ
ポンチ

ご飯・味噌汁・鯖煮付け・
ニラ玉・きのこバター炒め

鮭チラシ・お吸い物・白菜
のなめ茸和え・オニオン
ステーキ

ご飯・味噌汁・浅羽カレイ
煮付け・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・豆
腐の白和え

ワカメおむすび・ソース焼
きそば・麻婆豆腐
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朝
ご飯・味噌汁・だし巻き
卵・ほうれん草ツナ和え・
ひじき煮・ミニハンバーグ

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮エビシュウマイ・ソー
セージツナマヨ和え

ご飯・味噌汁・さつま芋
煮・肉野菜炒め・ほうれん
草ツナ和え・サンマ糠漬
け

昼
ご飯・味噌汁・エビフライ・
長いものとろろ・大学芋・
リンゴ

ご飯・うなぎ・すまし汁・お
好み焼き風・胡瓜、人参、
大根からし味噌和え・冷
奴

ご飯・味噌汁・きのこハン
バーグ・さつま芋グラタ
ン・タケノコの土佐煮

夕

ご飯・シャンタンスープ・
ほうれん草の胡麻和え・
ポテトコロッケ・豚肉、人
参甘辛炒め

ご飯・味噌汁・うま煮・八
宝菜・グラタン

ご飯・年越しそば・刺身・
茶碗蒸し・うま煮・マロン
ケーキ
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