
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

30 31 1

朝

ご飯・味噌汁・ペンネミー
トグラタン・スクランブル
エッグ・紅鮭焼き魚・ハッ
シュドポテト・ウィンナー

ご飯・味噌汁・ミートオム
レツ豆腐ハンバーグ・煮
豆・黄桃

ご飯・味噌汁・豚肉の味
噌漬け・ニラ饅頭・鯖の塩
焼きひじき煮

昼
キノコカレー・野菜サラ
ダ・牛乳寒

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・天カマとじゃが芋の煮
物・豚肉と野菜炒め

ご飯・卵スープ・牛丼・大
根の煮物・春雨サラダ・ブ
ロッコリー、トマト

夕
ご飯・すまし汁・白身魚の
甘酢あんかけ・ピーマン
の肉詰め・とろろ

カレーライス・フルーツポ
ンチ

鯖チラシ・お吸い物・ササ
ゲと芋の煮物
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朝

ご飯・味噌汁・チーズ入り
スクランブルエッグ・ホッ
ケ焼き魚・大根の煮物・
ほうれん草とﾄﾋﾞｯｺの和え
物・鶏つくね

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ鯖の味噌煮・ひじき煮・
アメリカンドッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・大
根、天カマ煮・切り干し大
根・ホワイトアスパラカニ
カマ和え・紅鮭焼き魚・

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・厚切りステーキ・
照り焼きミートボール・ご
ま豆腐

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ホッケ焼き魚・芋とささぎ
の煮物豚肉の味噌漬け
焼き・ほうれん草のお浸し

ご飯・味噌汁・肉団子ふ
んわり厚揚げ・クリームコ
ロッケ・小松菜ベーコン炒
め

ご飯・味噌汁・鶏肉の龍
田焼き・玉子焼き・枝豆サ
ラダ・タラフライ・ピーマン
とハムの炒め物

昼

三食丼・味噌汁・ズッキー
ニのチーズかけ・人参と
椎茸の肉巻き・バナナ、
キウイのフルーチェ

チラシ寿司・味噌汁・天ぷ
らフルーツ

かき揚げそうめん・大根
の煮物・胡瓜とカニカマの
マヨネーズ和え

冷やしソーメン・稲荷寿
司・大根と天カマの煮物・
ミニトンカツの甘酢

カレーライス・コロッケ・さ
さぎとちくわの胡麻和え・
たたき胡瓜・フルーツ

チラシ寿司・味噌汁・うな
ぎ・胡瓜の酢の物・牛乳
寒・トマト、ブロッコリー

ご飯・豚汁・肉団子の白
菜スープ煮・天カマと鶏肉
の煮物・サツマイモサラダ

夕
うな丼・ニラの卵とじ・煮
豆

すき焼き・トマトの甘漬け
ご飯・味噌汁南瓜コロッ
ケ・茶碗蒸し

親子丼・味噌汁・茄子焼
き・白菜のショウガ漬け

ご飯・味噌汁・チーズ入り
チヂミ・ほうれん草のツナ
和えおからハンバーグ

冷麦、肉みそ・天カマ」ポ
ン酢漬け・中華くらげサラ
ダ

ご飯・中華スープ・ミル
フィーユカツレツ・ピーマ
ン肉詰め豆腐のなめ茸和
え
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朝
ご飯・味噌汁・胡麻南瓜・
クリームコロッケ・シュウ
マイ・ひじき煮

栗ご飯・味噌汁・ウィン
ナー・切り干し大根・紅鮭
焼き魚・玉子焼き・ツナと
ピーマンの蒸し煮・シソ味
噌

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ホッケ焼き魚・ひじき煮・
コロッケ

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・炒り卵・カニクリームコ
ロッケ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・筑前煮・オ
ムレツ・切り干し大根・南
瓜煮

ご飯・味噌汁・チーズ入り
スクランブル・銀さわらの
西京焼き・天カマとキャベ
ツの炒め物・茄子のはさ
み揚げ・アメリカンドッグ

サンドイッチ・ポテトサラ
ダ・ウィンナー

昼
寿司うどんセット(出前)・
スイカ

ソースかつ丼・青椒肉絲・
胡瓜の酢の物・フルーツ

おむすび・そうめん汁・鶏
チーズはさみ揚げ・コロッ
ケ・野菜サラダ・スイカ

ミートスパゲッティ・大根
の和え物・みかんゼリー

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・チーズポテト・かぶの
サラダ

ご飯・そうめん汁・鶏肉の
甘から焼き・スパゲッ
ティ・茄子の味噌炒め・野
菜サラダ

ご飯・味噌汁・トンカツ・コ
ロッケ・青椒肉絲・大根と
人参の酢の物・フルー
チェ

夕 エビフライカレー・冷トマト
エビピラフ・南瓜煮・一口
餃子・枝豆

ご飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め・フライドポテト・焼
きそば

うな丼・すまし汁・ほうれ
ん草の玉子とじ

鯖寿司・味噌汁・茄子の
揚げびたし

ご飯・味噌汁・ソース焼き
そば・胡瓜と長芋の酢の
物・天カマときんぴらごぼ
う

ご飯・味噌汁・南瓜のあ
んのせ・肉豆腐・枝豆
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朝
ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・天カマ胡麻油炒
め・伊達巻き・みかん

カニ飯・味噌汁・和風スク
ランブルエッグ・グラタン・
豚肉の生姜焼き・紅鮭焼
き魚・シソ味噌・ブルーベ
リーヨーグルト

ご飯・味噌汁・たれつく
ね・鯖の味噌煮・豚肉の
ピーマン炒め・すじこ

ご飯・味噌汁・牛乳・フキ
の煮物・トマト甘漬け・紅
鮭焼き魚・胡瓜、カニカマ
クラゲ和えフルーツ

ご飯・味噌汁・ニラ饅頭・
エビシュウマイ・茄子焼
き・豚肉もやし味噌

ご飯・味噌汁・オムレツ・
ひじき煮・パストラミロー
ス・黄桃

ご飯・つみれ汁・玉子焼
き・里芋の煮物・鶏肉の
龍田焼き・茄子とピーマン
の味噌炒め・ほうれん草
の胡麻和え・トマト

昼
キーマカレー・エビフライ・
ブロッコリー・ゆで卵・ニラ
玉スープ・大根サラダ

ご飯・卵スープ・しめじ、
芋の肉巻き・茄子の味噌
炒め・大根の酢の物

稲荷寿司・冷やしラーメ
ン・南瓜の煮物あんの
せ・いんげんの胡麻和え

親子丼・豚汁・エビフライ・
春雨サラダ・ほうれん草
のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・ニラともやしの卵
炒め・エビと野菜の中華

冷やしラーメン・南瓜の煮
物・ライスピザ・フルーツ

エビピラフ・味噌汁・ロー
ルキャベツの煮物・焼うど
ん・フルーツ

夕
ご飯・和風ハンバーグ・南
瓜の煮物

牛丼・煮卵・チヂミ焼き・
餃子

スープカレー・ホワイトア
スパラサラダ・フルーツポ
ンチ

うな丼・焼きうどん・卵
スープ

ご飯・味噌汁・ロールキャ
ベツ・照り焼きチキン・豆
腐なめたけ和え

ご飯・味噌汁・コロッケ・玉
子とほうれん草の炒め物

ご飯・味噌汁・豚肉ロース
味噌焼き・餃子・麻婆豆
腐
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朝
ご飯・味噌汁・玉子焼き・
鯖焼き魚・カニシュウマ
イ・豆腐ハンバーグ

ご飯・味噌汁・ハムの卵と
じ揚げ芋・麻婆茄子・キャ
ベツと天カマの炒め物・ツ
ナとピーマンの和え物

ご飯・味噌汁・鯖の麹漬
け焼き・ミニハンバーグ・
玉子豆腐・ひじき煮

ご飯・味噌汁・たれつく
ね・ひじき煮・豚肉、ピー
マン炒め・南瓜煮

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
芋とささぎの煮物・ホッケ
焼き魚・アメリカンドッグ・
ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・エビシュウ
マイミートオムレツ・揚げ
茄子・フルーチェ

ご飯・味噌汁・カツの卵と
じ・南瓜煮・だし巻き卵・
ホッケ焼き

昼
かき揚げうどん・稲荷寿
司・大学芋・フルーツ

ご飯・紅鮭あら汁・玉ねぎ
の豚肉炒め・カニカマサラ
ダ・鮭フライタルタルソー
ス

天丼・ソーメン汁・大学
芋・たたき胡瓜・白花豆

カレーライス・コロッケ・酢
豚胡瓜の漬物・フルー
チェ

ご飯・味噌そうめん汁・茄
子、豚そぼろ煮・煮込み
ハンバーグ・春雨の白和
え

ご飯・スープ・スパゲッ
ティミートソース・野菜サ
ラダ

ご飯・味噌汁・肉団子・ほ
うれん草の白和え・かぶ
と胡瓜の酢の物

夕
エビ丼・味噌汁・長芋のス
テーキ・ほうれん草のお
浸し

うなぎ・味噌汁・かぶ、天
ぷら煮・胡瓜のクラゲ和
え

ご飯・味噌汁・餃子・タラ
フライ・春雨胡瓜の酢の
物

ご飯・味噌汁・肉みそうど
ん・南瓜の甘煮

ご飯・味噌汁・豚味噌焼
き・牛肉コロッケ・豆腐佃
煮和え

お好み焼き・梅おむすび・
卵スープ

キノコの炊き込みご飯・味
噌汁・南瓜の煮物・ささぎ
の天ぷら
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