
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4

朝
ご飯・味噌汁・さんまの蒲
焼き・胡麻南瓜・玉子豆
腐・フルーチェ

ご飯・味噌汁・牛乳・大根
と野菜炒め・肉じゃが・紅
鮭焼き魚・・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ほっけフライ・あげ芋・ツ
ナとピーマンの和え物・
切り干し大根

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・天カマごま油炒め・フ
ルーチェ

昼

ご飯・味噌汁・豚肉と玉葱
炒め・スパゲティ・ほうれ
ん草の白和え・チーズ入
りニラ焼き

ご飯・ニラ玉スープ・煮込
みハンバーグ・ゆで卵和
え・ほうれん草、アスパラ
和え・みかん、桃

中華オードブル・ご飯・
スープ

ご飯・味噌汁・肉団子・ほ
うれん草の卵とじ・胡瓜と
カニカマｻﾗﾀﾞ・フルーチェ

夕 生寿司・うどん・
海老丼・味噌汁・おかず
ごぼう・もやしとハムの炒
め物

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・サンマ蒲焼き・カ
ニカマｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・芋と天カマ
煮・餃子・マカロニサラダ

5 6 7 8 9 10 11

朝
ご飯・味噌汁・牛乳・めぬ
き糠漬け・目玉焼き・南瓜
煮・エビシュウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
そば・紅鮭焼き魚・ひじき
の煮物・大学芋・三つ葉
のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・牛乳・ミニ
ハンバーグ・玉子焼き・鯖
焼き魚・味付け豚肉

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・里芋、かぶの煮
物・ふき炒め煮・塩辛・イ
チゴ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ほっけ焼き魚・大根
の煮物・ほうれん草とツ
ナの和え物・バジルチキ
ン・イチゴ

ご飯・味噌汁・サンマの
蒲焼き・きのこバター炒
め・スクランブルエッグ・
エビシュウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・回鍋
肉・鯖塩焼き・肉じゃが・う
ずら揚げ・ソーセージケ
チャップ炒め

昼
ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・ほうれん草の白和え・
とろろ

カレーライス・アスパラサ
ラダ・フルーチェ

かき揚げそば・稲荷寿
司・茄子とピーマンの味
噌炒め・胡瓜とかぶのｻﾗ
ﾀﾞ

ご飯・玉子スープ肉団子
の野菜煮込み・ほうれん
草、天カマのチーズ炒め・
春雨と胡瓜の和え物・桃
のフルーチェ

ご飯・味噌汁・海老、芋、
フライ・じゃが芋と舞茸炒
め・ほうれん草の白和え・
漬物

かき揚げ丼・味噌汁・ラー
メンサラダ・さつま芋のあ
ん・フルーチェ

ご飯・すまし汁・青椒肉
絲・スパゲッティｻﾗﾀﾞ・き
んぴら・豆腐佃煮

夕
ご飯・シチュー・かぶとな
めこの煮物・ワカメの生
姜漬け

ご飯・味噌汁・ソース焼き
そば・麻婆茄子・みかん、
バナナ

うな丼・鮭あら汁・三つ葉
なめ茸和え・トマト甘漬け

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・もやしと天カマの
玉子とじ・温やっこ

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・鯖の水煮・コール
スロー

ご飯・味噌汁・きつねうど
んニラの玉子とじ・ﾎﾟﾃﾄ
ベーコン

海老丼・味噌汁・もやしサ
ラダ・玉子豆腐
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・蕗の煮物・赤魚粕焼
き・鶏つくね・アメリカン
ドッグ・バナナ

ご飯・味噌汁・エビシュウ
マイ・照り焼きミートボー
ル・ニラ玉・みかん

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・南瓜コロッケ・紅鮭・
豚肉炒めあんかけ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ニラ玉子とじ・大根の煮
物・エビと長いものチヂ
ミ・タラ焼き魚

ご飯・味噌汁・カニクリー
ムコロッケ・照り焼きミート
ボール・ポークウィン
ナー・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・エビシュウマイ・
切り干し大根・目玉焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・肉じゃが・銀鱈西京
焼きミートグラタン・紫蘇
味噌

昼
ご飯・豚汁・チキンナゲッ
ト・玉子ｻﾗﾀﾞ・南瓜煮

ご飯・すまし汁・チキンカ
ツ・じゃがバター・里芋の
煮物・茄子とピーマンの
味噌炒め・フルーツ

ご飯・味噌汁・スパゲ
ティ・ほうれん草の白和
え・きのこの肉巻き・玉葱
のポン酢和え

ご飯・かき揚げうどん・大
根と人参の酢の物・フレ
ンチトースト・牛乳寒

鮭チラシ・お吸い物・天カ
マともやしの炒め物・ミッ
クスサラダ

チラシ寿司・味噌汁・さつ
ま芋あん・長いもの梅和
え・ラーメンサラダ

カレーライス・フランクフ
ルト焼き茄子・フルー
チェ・野菜サラダ

夕

漬けマグロ、サーモン丼・
中華スープ・ほうれん草
のお浸し・ベーコン、玉葱
の炒め物

ご飯・味噌汁・南瓜煮・
ベーコンポテト・クリーム
コロッケトロロ

親子丼・味噌汁・南瓜団
子

稲荷寿司・味噌汁・あげ
芋・ホワイトアスパラトマト
サラダ・冷奴なめ茸和え

牛丼・アスパラベーコン・
煮玉子

鶏天丼・味噌汁・胡瓜の
酢の物

味噌豚丼・味噌汁・カニカ
マキャベツｻﾗﾀﾞ
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朝
ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ切り干し大根・ニラ玉・
茄子のごま油和え

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・豚角煮・目玉焼
き・鯖焼き魚

ご飯・味噌汁・さつま揚げ
胡麻油炒め・粗挽きス
テーキ・サンマの蒲焼き・
フルーチェ

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・蕗の煮物・タラフライ・
あんかけハンバーグ・三
つ葉の和え物タルタル
ソース

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・アスパラベーコン・
ピーマン肉詰め・豆腐つく
ね

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・厚切りステー
キ・茄子はさみ焼・アスパ
ラウィンナー炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ミニ
ハンバーグ・鯖の味噌
煮・ミートオムレツ・玉子
豆腐

昼

ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・チキンカツ・芋フ
ライ・マイタケ、じゃが芋
炒め・フルーツ

ご飯・味噌汁・肉団子の
スープ煮・ミックス野菜サ
ラダ・ブルーベリーのヨー
グルト和え・天カマの煮
物

ご飯・すいとん汁・豚肉の
野菜巻き・天カマと玉葱
炒めたまご乗せ・くらげと
胡瓜の和え物

キーマカレー・味噌汁・南
瓜と枝豆のｻﾗﾀﾞ・みかん
とフルーチェ

ご飯・味噌汁・鶏肉の甘
辛炒め・大根と人参、が
んもどきの煮物・南瓜の
いとこ煮

かき揚げうどん・稲荷寿
司ほうれん草の白和え・
胡瓜の酢の物

ご飯・玉子スープ・モモ肉
の揚げ焼・南瓜のｻﾗﾀﾞ・
煮物・フルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・餃子・鮭
ちゃんちゃん焼き・茄子の
煮びたし

ご飯・味噌汁・冷しゃぶ・
塩サバ焼・ホワイトアスパ
ラ

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・ひじきの巾着煮

牛丼・茶碗蒸し・野菜サラ
ダ

ご飯・切り込みうなぎ・コ
ロッケ・すいとん汁・南瓜
の甘煮セロリ漬物・茄子、
ピーマン炒め・トマト

オムライス・味噌汁・もや
しとハムの玉子炒め

ご飯・味噌汁・酢豚・きん
ぴら春雨・冷奴なめ茸和
え

26 27 28 29 30

朝

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・ベーコン玉葱炒
め物・さつま揚げ胡麻油
炒め

ご飯・味噌汁・天カマと
キャベツの炒め物・シュウ
マイ・ほっけ西京焼き魚・
エビグラタン・玉子焼き

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・鯖焼き魚・蕗と天
カマ、竹の子の煮物・ちく
わ納豆揚げ

ご飯・味噌汁・中華風肉
団子・じゃが芋と玉子のｻ
ﾗﾀﾞ・鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・天カマと蕗
の煮物・豚肉の味噌漬け
焼きタラフライ・南瓜の煮
物・ソーセジワッフル・ほ
うれん草

昼

ご飯・味噌汁・青椒肉絲・
ほうれん草のおかか和
え・胡瓜の酢の物・フルー
ツ

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・芋のフライ・大根と人
参の酢の物・野菜ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
焼き・ロールキャベツ・肉
団子と野菜のオイスター
炒め・フルーチェ

ハムカツ・シュウマイフラ
イ・マイタケとじゃが芋炒
め・ほうれん草の白和え・
野菜サラダ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・肉団子・海
老カツ・スパゲッティｻﾗﾀﾞ

夕
鯖チラシ・お吸い物・揚げ
出し豆腐あんかけ

ご飯・味噌汁・餃子・チヂ
ミさつま芋甘煮

ご飯・味噌汁・カニクリー
ムコロッケ・ベーコンとき
のこのソテー玉子豆腐

ロコモコ丼・豚汁
ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・揚げ茄子・焼きそ
ば・茶碗蒸し
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