
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 5 6 7

朝
ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・煮卵・ツナハムカ
ニカマサラダ

ご飯・味噌汁・牛肉コロッ
ケ・オムレツ・ホッケ焼き
魚

ご飯・味噌汁・鶏つくね・
ちくわと大根の煮物・紅サ
ケ焼き魚・玉子焼き

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・ポークソーセージ焼
き・玉子焼き・大根の煮物

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・目玉焼き・豚肉とキャ
ベツ炒め・シュウマイ

ご飯・味噌汁・オムレツ・
シュウマイ・ハムツナサラ
ダ

ご飯・味噌汁・ふき、竹の
子煮・きんぴらごぼう・
シュウマイ・目玉焼き

昼
ご飯・かき揚げうどん・筑
前煮・とろろ・漬物

ご飯・すまし汁・エビフラ
イ・マカロニサラダ・フ
ルーツ

カレーライス・だし巻き卵

ご飯・すまし汁・しめじの
豚肉巻き・とろろ・ほうれ
ん草のおかか和え・揚げ
出し豆腐

パン盛り合わせ・コーン
スープ

エビフライカレー・大根と
天カマの卵とじ

ご飯・すまし汁・キノコの
豚肉巻き・揚げ出し豆腐・
サラダ・フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・餃子・麻婆
豆腐・ほうれん草カニカマ
サラダ

親子丼・味噌汁・ツナと
ピーマンの蒸し煮・野菜
サラダ

ご飯・味噌汁・八宝菜・塩
サバ焼・煮豆

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ・唐揚げ・麻婆豆腐

天津飯・味噌汁・胡瓜の
おかか和え・カニクリーム
コロッケ

もつ鍋・味噌汁・ご飯・ポ
テトベーコン炒め・煮豆・
漬物

ご飯・味噌汁・キャベツ
シュウマイ・春雨サラダ・
トマト
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朝
ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・チキングラタン・きん
ぴらごぼう・玉子焼き

ご飯・味噌汁・厚切りス
テーキハム・玉子豆腐・
人参と大根のきんぴら・た
くあん

カニピラフ・味噌汁・マス
焼き魚・コロッケ・漬物

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・南瓜コロッケ・きんぴ
ら・ソーセージ炒め

ご飯・味噌汁・宗八焼き
魚・海老カツ・玉子焼き・
茄子と天カマの味噌炒め

ご飯・味噌汁・クリームコ
ロッケ・目玉焼き・きんぴ
らごぼう・ウィンナー

ご飯・味噌汁・大根巾着
煮・ブナピー、ニラ、ウィン
ナー炒め・切り干し大根・
だし巻き卵

昼
ラーメン・おむすび・野菜
炒め・漬物・あんみつ

鶏釜飯・味噌汁・マカロニ
サラダ・ほうれん草のナ
ムル・ポテト・ピーマンの
肉詰め

カレーライス・フルーチェ
ご飯・ポタージュ・チキン
カツ・マカロニサラダ・長
芋の梅和え・漬物

パン盛り合わせ・コーン
スープ・ポテトサラダ・い
ちごフルーチェ

ご飯・味噌汁・エビチリ・
天カマ、じゃが芋、マイタ
ケ炒め・大学芋

ご飯・シチュー・枝豆・玉
葱のおかか和え・豚肉と
ピーマン、茄子炒め

夕
ご飯・味噌汁・オムレツ・
回鍋肉・煮豆

豚丼・味噌汁・ほうれん草
ベーコン炒め・漬物

親子丼・トマト・南瓜煮・ハ
ム焼き・味噌汁・漬物

生姜ご飯・味噌汁・揚げ
出し豆腐・鶏ひき肉とズッ
キーニの炒め物

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・茄子のみぞれ和え・
餃子

カレーライス・煮豆・揚げ
じゃが

ご飯・味噌汁・鶏もも甘
煮・チヂミ・里芋の煮物・
漬物

15 16 17 18 19 20 21

朝

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・切り干し大根・オ
ホーツク入り玉子焼き・た
くあん

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・ジャーマンポテト・カニ
シュウマイ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
おふくろ煮・南瓜のあん
かけ・豚肉野菜炒め

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・きんぴらごぼう・ネギ
入り玉子焼き・カニ蒲鉾

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・きんぴらごぼう・ネギ
入り玉子焼き・かにかま
ぼこ

ご飯・味噌汁・キャベツと
天カマの炒め物・宗八焼
き魚・玉子焼き・バナナ・
アメリカンドッグ

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・鯖の味噌煮・すじこ・
目玉焼き

昼
炒飯・かき揚げうどん・煮
豆

ご飯・味噌汁・ナポリタン・
枝豆がんもとかまぼこの
煮物・胡瓜と中華クラゲ
の和え物・キャベツの塩
昆布

おむすび・味噌汁・お好
み焼・煮豆・漬物・フル－
ツ

チラシ寿司・すまし汁・生
酢・天ぷら・サラダ

パン盛り合わせ・コーン
スープ・マカロニサラダ・
バナナ

ご飯・すまし汁・スパゲッ
ティ・豚肉ときのこ炒め・
野菜サラダ

ラーメン・ご飯・豚肉と
ピーマンの味噌炒め・長
芋の梅和え・フル－ツヨー
グルト

夕
ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
グリーンアスパラとベーコ
ンの炒め物・揚げ芋

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
ニラの卵とじ・ハンバーグ

海老カレー・フル－ツポン
チ

ご飯・味噌汁・回鍋肉・オ
ムレツ・フライドポテト

天丼・味噌汁・インゲンの
胡麻和え・フライドポテト

ご飯・味噌汁・うなぎの蒲
焼き・八宝菜・ザンギ

ご飯・味噌汁・回鍋肉・カ
ニシュウマイ・フライドポ
テト・茶碗蒸し
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朝
ご飯・味噌汁・大根のきん
ぴら・胡麻南瓜・玉子焼
き・ソーセージマヨ焼き

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
だし巻き卵・フキの竹の
子煮・煮豆

ご飯・味噌汁・宗八焼き
魚・目玉焼き・大根と天カ
マの煮物・豚肉、野菜炒
め

ご飯・味噌汁・赤魚みぞ
れ煮・ひじき煮・天カマ、
インゲン炒め・漬物

ご飯・味噌汁・カニシュウ
マイ・オムレツ・マカロニ
サラダ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ベーコン、ピーマン炒め・
ひじき・奈良漬け

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・ホッケ焼き魚・カレー
コロッケ・松前漬け

昼
炒飯・すまし汁・お好み
焼・野菜サラダ・南瓜煮・
フル－ツ

ご飯・味噌汁・とろろ・ハ
ムカツ・豚肉と茄子と玉ね
ぎの生姜焼き・フル－ツ

炒飯・すまし汁・チキンカ
ツ・揚げ芋・野菜サラダ・
漬物

チラシ寿司・味噌汁・かき
揚げ・豚肉とピーマンと茄
子の炒め物・フル－ツ

パン盛り合わせ・春雨
スープ・トマトと玉子の炒
め物

カレーライス・味噌汁・フ
ルーチェ・マカロニサラダ

かき揚げうどん・ご飯・に
ら焼き・トマト・玉葱のお
かか和え

夕
ご飯・鮭あら汁・天津・茶
碗蒸し・トマト

ご飯・味噌汁・ピーマンの
肉詰め・玉子豆腐・三つ
葉のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・海老餃子・
八宝菜・ラーメンサラダ

ご飯・味噌汁・照り焼きチ
キン・ほうれん草のバター
ソテー・カニカマ、ハムサ
ラダ

ご飯・味噌汁・八宝菜・豆
腐ハンバーグ・玉子豆腐

焼きおにぎり・エビフライ・
ポパイサラダ・タルタル
ソース・フルーツポンチ

牛丼・味噌汁・ニラの卵と
じ・南瓜煮

29 30 31

朝

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
クリームコロッケ・大根、
天カマの煮物・豚肉と
ピーマン炒め

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
宗八焼き魚・さつま芋の
サラダ・ピーマンとウィン
ナー炒め物

ご飯・味噌汁・煮卵・鯖の
味噌煮・海老カツ・ひじき
煮

昼
炒飯・味噌汁・ハンバー
グ・マカロニサラダ・もやし
とワカメ炒め・フルーツ

稲荷寿司・ラーメン・牛乳
寒・里芋、大根、人参、椎
茸、天カマ煮・長芋の梅
和え

ご飯・フキと人参、丸天、
つきこんの炒め物・豚肉
と茄子ピーマンの味噌炒
め・ポテトサラダ・フルー
チェ

夕
鯖チラシ・お吸い物・白菜
の浅漬け・鶏のから揚げ

豚、入り玉子丼・味噌汁・
ほうれん草のツナ和え

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・温キャベツ、ブロッコ
リー、トマト・茄子、えび挟
み・ハム
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