
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝

混ぜご飯・味噌汁・海老
カツ・スクランブルエッグ・
南瓜の煮物・ほうれん草
のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・ほうれん草
と舞茸の和風玉子あんか
け・サツマイモの炒め煮・
苺ヨーグルト

ご飯・味噌汁・玉子巾着・
焼き魚・煮豆・フルーチェ

昼
パン盛り合わせ・コーン
スープ・ジャーマンポテト

ご飯・味噌汁・カツの玉子
とじ・里芋の煮物・焼うど
ん

カレーライス・ラーメンサ
ラダ・フルーチェ

夕

ご飯・味噌汁・豚肉とキャ
ベツの卵とじ・キノコのバ
ターポン酢炒め・豆腐の
胡麻ドレッシング和え

二色丼・味噌汁、・胡瓜と
わかめの酢の物・フルー
チェ

うな丼・味噌汁・里芋の煮
物・茶碗蒸し・胡瓜の奈
良漬け

4 5 6 7 8 9 10

朝

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・カニクリームコロッケ・
シーチキンサラダ・サツマ
イモの煮物

ご飯・味噌汁・煮卵・鮭焼
き魚・エビフライ・切り干し
大根・たらこ

ご飯・味噌汁・カニカマ入
り和風天津・きんぴらご
ぼう・煮豆

ご飯・味噌汁・煮物・切り
干し大根・煮豆

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・茄子のケチャップ炒
め・オニオンサラダ

サンドイッチ・スープ・
ジャーマンポテト・コロッ
ケ・アスパラとカニカマサ
ラダ

ご飯・味噌汁・サツマイモ
と天カマの煮物・肉団子
のケチャップ炒め・煮豆

昼
ご飯・シチュー・サラダ・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・酢豚・春雨
サラダ・くずしオムレツ

ご飯・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・海老チリ・鯖焼き魚

キーマカレー・卵スープ・
ほうれん草のなめ茸和
え・フルーチェ

パンの盛り合わせ・スクラ
ンブルエッグ・コーンスー
プ

ご飯・味噌汁・ナポリタン・
タラフライ、タルタルソー
ス・胡瓜のなめ茸和え

ご飯・シチュー・新玉ねぎ
サラダ・クリームコロッケ

夕
海鮮丼・お吸い物・生わ
かめポン酢和え・ブルー
ベリーフルーチェ

ご飯・味噌汁・じゃが芋と
鶏そぼろの和風あんか
け・インゲンのバター炒
め・大根サラダ

ご飯・味噌汁・肉みそキャ
ベツ・餃子・キノコとウィン
ナーのソテー

ふりかけご飯・タラ鍋・大
根の南瓜漬け・パイナッ
プル

ご飯・味噌汁・エビマヨ・
入り豆腐・苺

ご飯・味噌汁・鶏肉と玉ね
ぎの玉子とじ・茄子の油
炒め・大根とカニカマサラ
ダ

ご飯・味噌汁・豚肉味噌
焼き、きのこ添え・がんも
の煮物・玉ねぎサラダ

11 12 13 14 15 16 17

朝
ご飯・味噌汁・鶏肉の煮
物・卯の花・鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・タラのムニ
エル・里芋の煮物・インゲ
ンの胡麻和え・里芋

ご飯・味噌汁・ほうれん草
ともやしのナムル・ホッケ
焼き魚・海老カツ・ニラの
玉子とじ

ご飯・味噌汁・じゃが芋の
鶏そぼろ煮・ほうれん草
と舞茸のバターポン酢炒
め・ホワイトアスパラサラ
ダ

牛蒡の炊き込みご飯・つ
みれ汁・赤魚の粕漬け・
心太・大根の煮物

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・納豆・おから

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
南瓜グラタン・切り干し大
根・数の子

昼
ご飯・中華スープ・スパ
ゲッティ・煮物・みかんと
ゼリー和え

ご飯・味噌汁・コロッケ・
南瓜煮・ソーセージとご
ぼうの玉子とじ

ご飯・味噌汁・キノコ入り
麻婆豆腐・ひき肉と茄子
のあんかけ煮・ハムとほ
うれん草ソテー

ご飯・うどん・エビ天丼・
がんもと大根煮

パンの盛り合わせ・中華
スープ・スクランブルエッ
グ・ウィンナー、ハムのソ
テー

梅しそピラフ・卵スープ・
胡瓜とハムとツナのサラ
ダ・ハンバーグ

チラシ寿司・玉ねぎスー
プ・唐揚げ・がんも巾着・
野菜の煮物・トマト、ブ
ロッコリーゆで卵のサラ
ダ

夕
生姜焼き丼・味噌汁・白
菜の梅肉和え・大根の粕
漬け・茶碗蒸し

ご飯・けんちん汁・いんげ
んチーズ肉巻きフライ・バ
ナナ、みかん

ご飯・味噌汁・竹の子味
噌煮・ニラと鶏肉の中華
炒め・わかめの梅和え

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・豆腐のすき焼き・ポ
テトサラダ・大根の粕漬
け

ご飯・味噌汁・すき焼き
風・クリームコロッケ・胡
瓜のサラダ

海鮮丼・お吸い物・ほうれ
ん草の白和え・生わかめ
のポン酢和え

ご飯・味噌汁・大根と挽肉
の煮物・もやしとピーマ
ン、ハムのナムル・茄子
の煮浸し
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朝
ご飯・味噌汁・肉団子とし
めじのケチャップ煮・南瓜
コロッケ・苺のヨーグルト

ご飯・味噌汁・オムレツ・
ピーマンの肉詰め・ささぎ
の煮物・オニオンサラダ・
ほうれん草のシュウマイ

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・豆腐のハンバーグ・ア
スパラ肉巻き

サンドイッチ・中華スー
プ・南瓜煮物・エビフライ・
豚肩ロース包み焼き・煮
卵

ご飯・すりみ汁・里芋の煮
物・ひじき・玉子焼き

ご飯・コンソメスープ・煮
込みハンバーグ・ほうれ
ん草と舞茸の玉子炒め・
フルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・たらこ・グリーンアス
パラベーコン巻き・カニク
リームコロッケ

昼
カレーライス・青椒肉絲・
牛乳プリン・胡瓜の漬物

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
アスパラサラダ・あんかけ
揚げ出し豆腐

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
春雨サラダ・大根と君着
煮

ご飯・シチュー・南瓜コ
ロッケ・ほうれん草とハム
のレモン炒め・フルーチェ

パン・ホワイトアスパラ・
コーンスープ・胡瓜のハ
ム巻き・スクランブルエッ
グ・甘夏のヨーグルト和え

焼きそば・玉ねぎスープ・
胡瓜の酢の物・白和え・
エビナゲット

エビピラフ・アラカルトフラ
イ・生酢・かぶの漬物・味
噌汁

夕
ご飯・中華スープ・焼きそ
ば・インゲンの胡麻和え

ご飯・味噌汁・阿部牛味
噌煮・芋とウィンナーの
チーズ添え・マカロニサラ
ダ

ご飯・味噌汁・ロールキャ
ベツ・ポテトサラダ・フ
ルーツ和え

親子丼・味噌汁・胡瓜と
わかめの酢の物・カニ
シュウマイ

海鮮丼・お吸い物・茄子
の煮びたし

ご飯・つみれ汁・青椒肉
絲・入り豆腐・玉ねぎ、胡
瓜のシーチキンサラダ・ミ
ニトマト

うな丼・味噌汁・餃子・き
んぴら肉巻き煮・オニオ
ンサラダ
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朝
ご飯・味噌汁・タラの甘酢
あんかけ・里芋、がんも
の煮物・ニラの和え物

ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
の煮物・オクラ・ひじきの
煮物・かぶの漬物

ご飯・味噌汁・オムレツ・
ピーマンの肉詰め・エビフ
ライ・鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・たれ漬け
豆腐つくね・ニラ玉・フ
ルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・オムレツ・カニシュウ
マイ・ほうれん草のバター
炒め

ご飯・すりみ汁・切り干し
大根・鯖の味噌煮・玉子
巾着

昼
天ぷらうどん・回鍋肉・お
にぎり・バナナとパインフ
ルーツ

カレーライス・大学芋・フ
ルーチェ

稲荷寿司・温そば・長芋
のカツオ和え

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・レタスと豚肉炒め・豆
たくさんオムレツ

生チラシ丼
稲荷寿司・豚汁・天カマと
キャベツの煮物

夕
ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・椎茸の肉詰
め・キノコと豆の炒め物

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
茄子の味噌炒め・大根と
わかめサラダ

ご飯・味噌汁・豚肉とキャ
ベツの味噌炒め・フキと
油揚げの煮物・ひじきの
煮物

ご飯・味噌汁・たらのホイ
ル蒸し、・茄子と豚肉の炒
め物・レタスサラダ

ご飯・海老のスープ・阿部
牛味噌炒め・アスパラ
ベーコン巻き・胡瓜とわか
めの酢の物

ご飯・味噌汁・レタスしゃ
ぶしゃぶ・茄子と豚肉の
味噌炒め・アスパラとカニ
カマサラダ
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