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31 1 2

朝

ご飯・ハムエッグ・豚汁・
ポテトフライ・ソーセージ
のケチャアプ炒め・ネギと
油揚げの炒め物

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
栗南瓜コロッケ・豚肉野
菜炒め・おふくろ煮

ご飯・味噌汁・チーズポテ
ト・きんぴらごぼう・鯖の
味噌煮・玉子焼き

昼
ご飯・広島風お好み焼き・
春雨ポン酢和え・果物

ご飯・味噌汁・人参しりし
り・ピーマン肉詰め・ポテ
トフライ

ご飯・すまし汁・チキンカ
ツ・ちくわ、ブロッコリー、
椎茸炒め・南瓜煮

夕
ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ・味噌漬けザンギ・煮豆

海老かき揚げ丼・味噌
汁・心太・ポパイサラダ・
キャベツ、天カマ炒め煮

ご飯・味噌汁・鶏肉の卵と
じ・大根と人参のきんぴ
ら・漬物
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朝
ご飯・味噌汁・ひじきの煮
物・切り干し大根・玉子焼
き・南瓜団子

ご飯・味噌汁・クリームコ
ロッケ・豚肉、野菜炒め・
目玉焼き・たらこ

ご飯・味噌汁・天カマとキャベ
ツの炒め物・ホッケ西京焼
き・アメリカンドッグ・麻婆茄
子

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
さつま芋のチーズのせ・
ほうれん草の炒め物・煮
豆

ピラフ・ミネストローネ・コ
ロッケ・フキのきんぴら・
キウイ・ソーセージのケ
チャップ炒め

ご飯・味噌汁・エビシュウ
マイ・鯖味噌煮・里芋の煮
物・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・がんも煮つ
け・目玉焼き・切り干し大
根・ひじきの煮物・ほうれ
ん草の胡麻和え

昼
ご飯・クラムチャウダー・
青椒肉絲・里芋と天カマ
の煮物

ご飯・味噌汁・ミニハン
バーグ・大根菜と揚げの
煮物・セロリ、ブロッコリー
のマヨネーズ和え・肉の
南瓜の巻物

ハンバーグカレー・ブロッ
コリーサラダ・茄子とピー
マンの味噌炒め

ご飯・味噌汁・焼うどん・
ちくわのカレー揚げ・白菜
のミルフィーユ・ハム巻き
サラダ

パン盛り合わせ・コンソメ
スープ・チーズ入りスクラ
ンブルエッグ・春雨サラ
ダ・洋ナシ入りフルーチェ

ご飯・味噌汁・コロッケ・ブ
ロッコリーサラダ・人参、
大根、天カマ炒め

ご飯・味噌汁・お好み焼・
シーチキンサラダのハム
巻き

夕
ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・豚キャベツ炒め・小
松菜と揚げの煮物

オムライス・味噌汁・白菜
のなめ茸和え・天カマの
生姜和え

ご飯・豚骨醤油鍋・べった
ら漬け・フルーツゼリー和
え

ご飯・味噌汁・唐揚げ・
キャベツの味噌炒め・三
色豆・ほうれん草の胡麻
和え

ご飯・味噌汁・豚キャベツ
炒め・小松菜、揚げ、きの
こ煮・麻婆豆腐

カレーライス・胡瓜、みか
んんの酢の物・柿

エビ丼・味噌汁・大学芋・
豆腐のなめこあんかけ
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朝
ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・鶏つくね・ホッケ焼き
魚・もやし入り玉子焼き

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・がんもと里芋の煮物・
豆腐ステーキ・白菜のお
浸し・

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・シュウマイあんかけ・
煮豆

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
赤魚みぞれ煮・肉野菜炒
め・照りマヨ

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・ふき、天カマ煮・プチ
コロッケ・金目焼き

生姜ご飯・味噌汁・グラタ
ン・宗八焼き魚・切り干し
大根・卵とハムの炒め物

ご飯・味噌汁・餃子・ごぼ
うサラダ・ジャーマンポテ
ト・フルーツゼリー

昼
チラシ寿司・すまし汁・青
椒肉絲・大根、椎茸、人
参の煮物・プルーン

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・鶏肉としめじ、ブロッコ
リー炒め・春雨サラダ・フ
ルーツ

海鮮丼・味噌汁
稲荷寿司・すまし汁・大
根、人参の煮物・焼きそ
ば・フルーツ

パン盛り合わせ・シ
チュー・チーズオムレツ

カレーライス・エビフライ・
ポテトサラダ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・南瓜サラダ・シュ
ウマイ・フルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・三色丼・チ
ヂミ

ご飯・味噌汁・すきやき・
ブロッコリーの胡麻和え

かき揚げうどん・おむす
び・南瓜の煮物

チラシ寿司・味噌汁・ポパ
イサラダ・ザンギ

鯖チラシ・お吸い物・入り
豆腐・煮豆

ハヤシライス・南瓜サラ
ダ・玉子スープ・スィート
ポテト

ご飯・味噌汁・ハムステー
キカツ・ニラの玉子とじ・
ソース焼きそば
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朝
ご飯・味噌汁・豚肉味噌
炒め・照りマヨ・ホッケ焼
き魚・目玉焼き

ご飯・味噌汁・コーンク
リームコロッケ・厚切りハ
ムの炒め物・ポテトサラダ
のハム巻き・シソ巻き

ご飯・味噌汁・お好み焼き
風玉子焼き・大学芋・きん
ぴらごぼう・アメリカンドッ
グ

ご飯・味噌汁・味噌カツ・
ひじき・ソーセージ・目玉
焼き

ご飯・味噌汁・はんぺんカ
ツ・茄子の煮びたし・ぎせ
焼き・豚肉の野菜巻き

ご飯・味噌汁・鯖のみりん
漬け・おふくろ煮・カレーコ
ロッケ・チキンナゲット

ご飯・たらの甘酢あんか
け・オムレツ・ひじきの煮
物・ほうれん草のなめた
け和え

昼
ご飯・味噌汁・コロッケ・ポ
テトサラダ・里芋、枝豆、
がんもの煮物・フルーツ

ご飯・すまし汁・エビフラ
イ・大根、人参、天カマ
煮・豆腐のステーキ

パエリア・エビクリームコ
ロッケ・セロリの醤油漬
け・チャーシュー・リンゴ
のシロップかけ・鶏麺

ご飯・シチュー・ハムカツ・
にら焼き・フルーツ

パン盛り合わせ・野菜
チャウダー・スクランブル
エッグ・ウィンナー

カレーライス・フルーツ
おはぎ・豚汁・ミニポテト・
胡瓜のなめ茸和え・バナ
ナ・キウイ

夕
カニ飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・茄子の味噌炒
め・大根の浅漬け

ご飯・ワンタン・南瓜の煮
物・マカロニサラダ・ちくわ
磯辺揚げ

かきたまうどん・ご飯・南
瓜の煮物・宗八

ご飯・味噌汁・餃子・酢
豚・温野菜

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・大根、巾着の煮物・麻
婆豆腐

ご飯・味噌鍋・べったら漬
け・マンゴー

エビ丼・お吸い物・肉巻き
アスパラ・フキの煮物
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朝
ご飯・味噌汁・タラフライ・
白菜と鶏つくねの煮物・ひ
じきの煮物・玉子焼き・柿

ご飯・味噌汁・鯖味噌煮・
ひじき煮・キーマカレーコ
ロッケ・大根、鶏肉煮・南
瓜の煮物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
赤魚煮つけ・ピーマン肉
詰め・豚肉味噌漬け

ご飯・味噌汁・おでん・ニ
ラのチヂミ・ジャーマンポ
テト・カニクリームコロッケ

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・茄子とピーマンの味
噌炒め・胡瓜とかぶの浅
漬け

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・エビグラタン・キャベツ
と豚肉の炒め物・鯖のみ
ぞれ煮

ご飯・味噌汁・大根、がん
も煮・ソーセージ・たらこ・
南瓜煮

昼
かき揚げうどん・稲荷寿
司・ハムカツ・ヨーグルト

エビフィレオ・コーンスー
プ

エビフライカレー・野菜サ
ラダ・トマト

クラムチャウダー・ハン
バーグ・フルーツ

パン盛り合わせ・南瓜入
りスープ・スクランブル
エッグ・果物

ご飯・すまし汁・ハムカツ・
大根と人参、天カマの煮
物・南瓜団子

ご飯・すまし汁・玉子入り
煮しめ・唐揚げ・春雨サラ
ダ・フルーツ

夕
玉子海苔巻き・すいとん
汁・温野菜・煮豆・海老カ
ツ

そうめん・エビピラフ
三色丼・味噌汁・ザンギと
キャベツの味噌炒め

親子丼・味噌汁・フキと天
カマの煮物・大根の粕漬
け

かき揚げ丼」・味噌汁・温
野菜サラダ・カニクリーム
コロッケ

ご飯・もつ鍋・胡瓜、クラ
ゲ和え・だし巻き卵・大根
おろし・柿、りんご

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
コールスローサラダ・アス
パラ・なめ茸おろし
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