
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・玉子焼き・
海老カツ・鯖の味噌煮・
ミートボール

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ホッケ焼き魚・豚肉の生
姜焼き・クラゲと胡瓜サラ
ダ

ご飯・味噌汁・焼き魚・南
瓜の煮物・ふきの煮物・
かぶひき肉あんかけ・キ
ウイフルーツ

昼

ご飯・味噌汁・天丼・和風
スクランブルエッグ・ほう
れん草のなめ茸和え・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・にら焼き・
青椒肉絲・ほうれん草の
ナムル・ヨーグルト

ピラフ・味噌汁・コロッケ・
春雨サラダ・トマト

夕
ご飯・味噌汁・揚げ出し豆
腐ミートオムレツ

鯖チラシ・お吸い物・煮
豆・入り豆腐

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・もやしとハムの和え物

2 3 4 5 6 7 8

朝

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・芋団子・ミートパスタ
グラタン・和風スクランブ
ルエッグ

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
目玉焼き・カニシュウマ
イ・コロッケ

ご飯・味噌汁・タラ焼き
魚・ハンバーグ・天カマと
フキの煮物・三つ葉のな
め茸和え・チーズ入りスク
ランブルエッグ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ほうれん草、ベーコン炒
め・鯖の味噌煮・豚肉の
生姜焼き

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
シュウマイ・フキ炒め・昆
布数の子

ご飯・味噌汁・チーズと大
学芋・玉子焼き・玉子豆
腐・鯖の水煮

ご飯・味噌汁・里芋ふわと
ろ揚げ・豚味噌焼きコロッ
ケ・南瓜の煮物・すじこ

昼
ご飯・ポタージュ・エビフラ
イ青椒肉絲・ラーメンサラ
ダ・フルーチェ

ピラフ・玉子スープ・ナポ
リタン・南瓜の煮物・ほう
れん草とエノキのナムル

ご飯・すまし汁・ハムフラ
イ・鶏肉、大根、人参の炒
め煮・とろろ

チラシ寿司・ワンタンニラ
スープ・きのことピーマン
の塩昆布炒め・コロッケ・
フルーチェ

パン盛り合わせ・ポター
ジュ・スクランブルエッグ・
ソーセージ

海老とじ丼・鯖の味噌煮・
味噌汁・ウィンナーレタス
マヨネーズ和え

カレーライス・がんもと昆
布煮・ほうれん草のナム
ル・フルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・回鍋肉・長
芋の梅和え・茶碗蒸し

豚丼・味噌汁・わかめと胡
瓜の和え物

ご飯・味噌汁・回鍋肉・に
らの卵とじ・ソース焼きそ
ば

海老カレー・甘漬けトマ
ト・ホワイトアスパラ・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・海老カツ・
茶碗蒸し・ピーマンの肉
詰め

ご飯・味噌汁・マスフライ
タルタルソース・心太・豆
腐あんかけ・ポテトベーコ
ン炒め

鯖チラシ・お吸い物・ひじ
きの巾着煮・ソーセージ
の卵とじ・トマト
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朝

ご飯・味噌汁・ささみチー
ズカツ・さんまの生姜焼
き・フキと天カマの煮物・
玉子焼き

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・アスパラ肉巻き・目玉
焼き・銀鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・チーズ入り
スクランブルエッグ・シュ
ウマイ・コロッケ・鯖の味
噌煮

ご飯・味噌汁・鯖塩焼き・
がんも、大根の煮物・きん
ぴらごぼう・シュウマイ

ご飯・味噌汁・赤魚粕漬
け焼き魚・アスパラとウィ
ンナーの炒め物・南瓜の
煮物・鶏つくね

ご飯・味噌汁・鶏梅しそ天
ぷら・豚肉ピーマン炒め・
目玉焼き・クリームコロッ
ケ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・シュウマイ・南瓜甘
煮・ウィンナー・かぶ、人
参、サツマイモ煮

昼
チラシ寿司・じゃが芋とマ
イタケ炒め煮・牛乳寒・か
き揚げ

ご飯・スープ・酢豚・マカロ
ニのケチャップ炒め・ポテ
トサラダ

ご飯・味噌汁・魚のフライ
タルタルソース付き・麻婆
茄子・南瓜の煮物

ご飯・スープ・鶏の唐揚
げ・ポテトサラダ・マカロニ
ケチャップ和え

パン盛り合わせ・チーズ
入りスクランブルエッグ・
ソーセージ・パイナップル

二色丼・玉子スープ・あん
かけ肉団子・鯖の焼き
魚・フルーチェ

ご飯・味噌汁・スパゲッ
ティ・ほうれん草のおから
和え・ハムカツ・大学芋

夕
牛丼・味噌汁・麻婆白菜・
胡瓜の酢の物

ご飯・味噌汁・エビフライ・
豚肉のさっぱり煮・鶏肉
の煮物

カレーライス・グラタン・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・タラフライタ
ルタルソース付き・ニラ入
りお好み焼き風・玉子焼
き

カニチャーハン・ニラと挽
肉の玉子とじ・焼きそば・
味噌汁

エビ丼・うどん汁・トマト甘
漬け・ジャーマンポテト

ご飯・味噌汁・南瓜煮・豚
肉、もやし、なめ茸和え
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朝
ご飯・味噌汁・玉子焼き・
シュウマイ・ミニハンバー
グ・ホッケ焼き魚

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
大学芋・豚肉の味噌漬け
焼き・マスの香草パン粉
焼き

ご飯・味噌汁・ハムカツ・
鯖のみぞれ煮・ほうれん
草、ベーコン炒め・目玉焼
き

ご飯・味噌汁・キャベツ、
天カマ炒め・めぬき味噌
焼き・うずら肉団子・目玉
焼き

ご飯・味噌汁・目抜塩麹
焼きかぶと天カマの煮
物・カルボナーラグラタ
ン・玉子とほうれん草の
炒め物

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・ほうれん草ツナ和え・
切り干し大根・ミートボー
ル

ご飯・味噌汁・さんま焼き
魚・だし巻き卵・かぶの煮
物・アスパラベーコン

昼
ご飯・かき揚げうどん・茄
子とピーマンの味噌炒
め・野菜サラダ

海鮮丼・お吸い物
ご飯・スープ・酢豚・野菜
サラダ・さつま芋のあんか
け・フルーチェ

稲荷寿司・味噌汁・コロッ
ケ・茄子のフライ・マカロ
ニサラダ

パン盛り合わせ・ポトフ・
ナゲット・ミニオムレツ

ハヤシライス・シーチキン
サラダ・ポトフ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・和風スパゲッティ・とろ
ろ

夕
ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・牛すき焼
き・麻婆豆腐・ラーメンサ
ラダ

かき揚げ丼・味噌汁・ほう
れん草サラダ・フルーツポ
ンチ

エビ丼・味噌汁・もやし麻
婆

ご飯・味噌汁・餃子・天カ
マと芋の煮物・麻婆豆腐

中華丼・玉子スープ・豆腐
あんかけ・トマト

牛丼・味噌汁・ブロッコ
リー胡麻和え・麻婆茄子
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朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
エビナゲット・シュウマイ・
焼き魚・

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
紅鮭焼き魚・茄子焼き・鶏
肉の龍田焼き

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
豚肉野菜炒め・ニシン昆
布巻き・南瓜コロッケ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
鯖焼き魚・シュウマイ・エ
ビフライ・

ご飯・味噌汁・アスパラの
豚肉の炒め物・タラの甘
酢あんかけ・ジャーマンポ
テト・胡麻南瓜

ご飯・味噌汁・玉子味噌・
ホッケ焼き魚・エビシュウ
マイ・南瓜煮

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
南瓜コロッケ・茄子、ピー
マン味噌炒め・アスパラ、
カニカマサラダ

昼
ご飯・ラーメン・コロッケ・
フルーツ

ご飯・スープ・青椒肉絲・
和風スパゲッティ・ほうれ
ん草の白和え・フルー
チェ

チラシ寿司・煮しめ・すま
し汁・エビフライ・ブロッコ
リー和え・桃入りフルー
チェ

エビとじ丼・味噌汁・麻婆
茄子・スパゲティサラダ・
揚げ豆腐

パン盛り合わせ・ポター
ジュ・スクランブルエッグ・
胡瓜、トマト付け合わせ

稲荷寿司・味噌汁・チキン
カツ・ポテトサラダ・マカロ
ニケチャップ炒め・フルー
ツ

おにぎり・かき揚げうど
ん・南瓜煮・茄子焼き

夕
ショウガご飯・味噌汁・大
根のそぼろ煮・ズッキー
ニのピザ・玉子豆腐

ご飯・味噌汁・餃子・ニラ
の玉子とじ・マカロニサラ
ダ

ご飯・味噌汁・ゆずポン酢
肉野菜炒め・玉子豆腐・さ
さみチーズカツ・鶏肉の
煮物

ご飯・味噌汁・チーズチキ
ンカツ・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・あらびきハ
ンバーグ・八宝菜・胡瓜
の酢の物

ご飯・豚汁・茄子巻きカ
ツ・コロッケ・玉子巾着・ト
マト

ご飯・味噌汁・クリーミー
コロッケ・ピーマンの肉詰
め・焼きそば
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