
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1

朝
ご飯・味噌汁・照り焼きチ
キン鯖の水煮・スクランブ
ルエッグ・みかん

昼

ご飯・味噌汁・大根の煮
物・白菜とバラ肉のミル
フィーユ・玉葱、胡瓜のｻﾗ
ﾀﾞ

夕
ご飯・味噌汁・餃子・焼き
そば蕗とちくわの煮物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・白身
フライ・ほうれん草、ベー
コン炒め切り干し大根・目
玉焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・真たらの西京漬け焼
き・豚肉の味噌炒め・ひじ
きの煮物ほうれん草のト
ビッコ和え

ご飯・味噌汁・鯖西京焼
き・入り玉子・洋ナシ・ツ
ナ、カニカマハムサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・筑前
煮紅サケ・ミートボール・
煮豆目玉焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・玉子味噌・小松
菜のお浸し・切り干し大根

ご飯・味噌汁・赤魚のみ
ぞれ煮・胡麻南瓜・和風
スクランブルエッグ・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・玉子焼き・巾着
の煮物・鶏肉の龍田焼・
エビシュウマイ

昼
ご飯・すまし汁・じゃが芋
とハムフライ・玉葱のポン
酢和え・とろろ・フルーツ

恵方巻・ソーメン汁・コロッ
ケ・野菜サラダ・牛乳寒

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ほうれん草、ベー
コンのバター炒め・ポテト
サラダ・フルーツ

ご飯・すまし汁・コロッケ・
ラーメンサラダ・とろろ・フ
ルーツ

ご飯・シチュー・白身のフ
ライ・春雨サラダ・みかん
と洋ナシ

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ・スパゲッティサラダ・
舞茸、天カマ、じゃが芋炒
め・フルーツ

ご飯・味噌汁・タラのフラ
イラーメンサラダ・豆腐の
なめ茸和え

夕
ご飯・味噌汁・和風ハン
バーグ・白菜のトロトロ煮

カレーライス・春雨サラダ
ご飯・・すり身汁・刺身(マ
グロ、サーモン、エビ、ト
ビッコ玉子)・トマト

ご飯・味噌汁・ビーフハン
バーグ・もやしとちくわの
玉子とじ・ほうれん草おか
か和え

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
アスパラマヨ炒め

ご飯・お吸い物・マグロの
漬け丼・子和え・人参の
煮物・トマト

ご飯・味噌汁・大根、天カ
マ煮物・肉、白菜炒め・餃
子
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ミート
オムレツ・ほうれん草ツナ
和え・数の子・えのきと豚
肉の炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・揚げ芋・サンマの生姜
焼き・切り干し大根・豆腐
ハンバーグ・

ご飯・中華スープ・牛乳・
カニクリームコロッケ・
ベーコン、玉葱の炒め物・
白桃

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・目玉焼き・切り干
し大根・ほうれん草ベーコ
ン炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・白身
とタルタルソースフライ・き
んぴらごぼう・赤魚の味
噌煮

ご飯・味噌汁・牛乳・タラ
のレモンペッパー焼き・さ
つま芋のｻﾗﾀﾞ・和風スク
ランブルエッグ・ソーセジ
の炒め物豚肉の味噌炒
め

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マの龍田焼揚げ・だし巻
き卵・肉野菜炒め・中華く
らげｻﾗﾀﾞ

昼

ご飯・すまし汁・きのこの
肉巻き・さつま芋のあん
かけ・スパゲティ・玉葱の
ポン酢和え

ご飯・スープ・玉子ｻﾗﾀﾞ・
牛乳寒

ご飯・味噌汁・スパゲッ
ティ・タラのフライ・ほうれ
ん草の白和え・南瓜のあ
んかけ・フルーツ

ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・ミモザｻﾗﾀﾞ・マカロ
ニグラタン

ご飯・味噌汁・ハムフラ
イ・玉葱ｻﾗﾀﾞ・蕗と天カマ
の煮物・フルーツ

親子丼・味噌汁・白菜の
なめ茸和え・バター醤油
ポテト

ご飯・味噌汁・しめじの肉
巻き・煮豆・ほうれん草の
胡麻和え・玉葱のポン酢
和え

夕
玉子丼・味噌汁・白菜と鶏
つくね・トロトロ煮・ちくわ
の甘辛焼き

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・天カマ、大根の煮
物・白菜のお浸し

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ニラの玉子とじ・もやし
ときのこの味噌炒め

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ブロッコリー・ﾎﾟﾃﾄ・南
瓜の煮物

鯖チラシ・お吸い物・豆腐
つくねと白菜の煮物

ご飯・味噌汁・餃子・ニラ
の玉子とじ・回鍋肉

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケミートボール・カニカマ、
大根酢の物・天カマ、じゃ
が芋の煮物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・豆腐
ハンバーグ・茄子のごま
油和え・ほうれん草、ちく
わの一味炒め・白桃

ご飯・味噌汁・牛乳・あげ
芋・紅鮭焼き魚・エビシュ
ウマイ・アメリカンドッグ・
大根と鯖の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・玉子焼き・ほうれ
ん草のベーコンバター炒
め・切り干し大根

ご飯・味噌汁・牛乳・アス
パラしめじのマヨ炒め・赤
魚のみぞれ煮・黄桃・炒り
卵

ご飯・味噌汁・オムそば・
ほっけ焼き魚・大学芋・ア
スパラとウィンナー炒め・
カニカマ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鯖焼き魚・切り干し
大根・海老カツ

ご飯・味噌汁・牛乳・茄子
のごま油和え・天カマ醤
油炒め・ニラ玉・フルー
チェ

昼

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・じゃが芋のフライ・ス
パゲッティｻﾗﾀﾞ・煮豆・フ
ルーツ

ご飯・カレーそば・大根と
人参の酢の物・ほっけフ
ライ・フルーツ

マグロ、フレーク丼・餃
子・スパゲッティサラダ・
煮豆・いちご

ご飯・味噌汁・豚肉、大根
の煮物・ピーマン、エノキ
の玉子とじ・デミソースハ
ンバーグ

ご飯・味噌汁・タラのフラ
イ・じゃが芋と天カマと舞
茸炒め・ほうれん草の白
和え・フルーツ

ご飯・すまし汁・スパゲッ
ティ・唐揚げ・大根と人参
の酢の物・フルーツ

ご飯・味噌汁・白菜の肉
団子スープ煮・玉子ｻﾗﾀﾞ・
ウィンナーのチーズ焼き・
牛乳寒フルーツのせ

夕
ご飯・シチュー・大根の卵
とじ・ワカメの生姜漬け

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ソース焼きそば・茶碗
蒸し

ご飯・味噌汁・あんかけ肉
団子・オムレツ・おろしハ
ンバーグ

海老カツ丼・味噌汁・もや
しのｻﾗﾀﾞ・冷やしトマト・天
カマと芋の味噌煮

豚丼・蕗とタケノコ炒め
煮・ラーメンサラダ

カレーライス・煮豆・鶏肉
の煮物

ビーフシチュー・ポテトサ
ラダ・ハム包み・フルーツ
ポンチ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・エビシュウマイ・紅
鮭焼き魚・キャベツと豚肉
の炒め物・大根の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・人
参、豚肉甘辛煮・ミニオム
レツ・きのこバター炒め・
洋ナシ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鯖の味噌煮・エビ
シュウマイ・小松菜と肉炒
め

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・玉子焼き・大根
の煮物・ほうれん草の胡
麻和え・ピーマンとほうれ
ん草の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
の煮付け・炒り卵・茄子と
ツナの炒め煮・フルーチェ

ご飯・味噌汁・鶏肉の香
草焼き・和風スクランブル
エッグ・赤魚の粕漬け焼
き・あげ芋・三つ葉なめ茸
和え・ヨーグルト

ご飯・味噌汁・鯖塩焼き・
玉子味噌・茄子と小松菜
炒めクリームコロッケ

昼
鮭チラシ・カレーそば・フ
ルーチェ・キャベツの味噌
炒め・玉葱のポン酢和え

ご飯・味噌汁・コロッケ・里
芋の煮物・大根と人参の
酢の物・フルーツ

ご飯・味噌汁・大根の煮
物・豚肉、キャベツ味噌炒
め・さつま芋ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・天丼・ほう
れん草のお浸し・ヨーグ
ルト

チラシ寿司・お吸い物・里
芋の煮物・南瓜ｻﾗﾀﾞ・バ
ナナのヨーグルトかけ

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・ポテトフライ・ラーメン
サラダ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・きのこ肉巻
きコロッケ・ほうれん草の
お浸し・大根と人参の酢
の物・フルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・おろしハン
バーグ・豚肉きのこソ
テー・白桃

豚丼・ニラの玉子とじ・ポ
テトサラダ

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・天カマとキャベツ
の炒め物

ご飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め・エビグラタン・豆
腐のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・セロリのｻﾗﾀﾞ・冷
トマト

ご飯・味噌汁・豚みそス
テーキ・ニラの玉子とじ・
ソース焼きそば

親子丼・中華スープ・ちく
わ、もやしナムル
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