
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・南瓜コロッ
ケ・イワシ蒲焼き・ひじき
煮・ホワイトアスパラ

ご飯・味噌汁・宗八焼き
魚・南瓜煮・豚肉・ベーコ
ン炒め

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・たらこ・南瓜煮・きん
ぴらごぼう

昼
カレーライス・わかめと玉
ねぎのスープ・フルーチェ

どん兵衛うどん・梅おにぎ
り

カレーライス・みかんフ
ルーチェ

夕
ご飯・鮭汁・ヒレカツ・漬
物・温キャベツ・トマト

豚丼・味噌汁・茄子の味
噌炒め・べったら漬け

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ・ホッケ焼き魚・茄子焼
き
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朝
ご飯・味噌汁・ひじき煮・
キャベツ、天カマ炒め・味
噌カツ・煮豆

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・中華クラゲ胡瓜
和え・玉子焼き・ベーコン
焼き

ご飯・味噌汁・肉団子・豚肉
味噌漬け・切り干し大根・切
り干し昆布

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・ソーセージ炒め・大根
の煮物・ベーコン、ピーマ
ン炒め

ご飯・味噌汁・イワシのト
マト煮・ミニハンバーグ・
目玉焼き・ホワイトアスパ
ラ

ご飯・味噌汁・南瓜煮・オ
ムレツ・手作り漬物・鯖缶
甘煮

ご飯・味噌汁・ベーコン
エッグ・エビシュウマイ・ミ
ニハンバーグ・漬物

昼
ソースカツ丼・中華風スー
プ・マカロニサラダ・マロン
クリーム

ご飯・シチュー・茄子と豚
肉のオイスターソース炒
め・フルーチェ

鯖チラシ寿司・すまし汁・
スパゲッティ・フルーツ

ご飯・すまし汁・お好み
焼・筑前煮・さつま芋あん
かけ

パン盛り合わせ・シ
チュー・サラダ・フルー
チェ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
白菜のオイスターソース
炒め・胡瓜、カニカマ、わ
かめの酢の物

天むす・かき揚げうどん・
なめ茸大根おろし・フルー
ツ

夕
ご飯・味噌汁・さつま芋コ
ロッケ・煮豆・枝豆

ご飯・味噌汁・回鍋肉・南
瓜煮・マカロニサラダ

かき揚げ丼・豚汁・漬物・
ポパイサラダ

豚丼・味噌汁・小松菜、き
のこ炒め

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・茶碗蒸し・ほうれん草
の胡麻和え

ご飯・味噌汁・麻婆白菜・
餃子・唐揚げ

カレーライス・柿・ゆで卵
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朝
ご飯・味噌汁・南瓜煮・ア
スパラベーコン巻き・たら
こ・ミートボール

ご飯・味噌汁・ジャーマン
ポテト・きんぴらごぼう・松
前漬け・ごま豆腐

ご飯・味噌汁・フキのシー
チキン煮・銀ガレイ粕漬
け焼き・天ぷら・玉子焼き

ご飯・味噌汁・ポークビッ
ツ、ピーマンの炒め物・南
瓜煮・切り干し大根・コ
ロッケ

ご飯・味噌汁・ウィン
ナー・目玉焼き・きんぴら
ごぼう・エビシュウマイ

ご飯・味噌汁・がんも、か
ぶ煮物・ブロッコリーサラ
ダ・鶏肉の竜田揚げ

ご飯・味噌汁・中華風玉
子焼き・小松菜とフキの
煮物・漬物

昼 天丼・味噌汁・フルーツ
鮭チラシ寿司・味噌汁・エ
ビフライ・さつま芋あん・
胡瓜の中華クラゲ和え

カレーライス・味噌汁・ス
パゲティサラダ

ご飯・味噌汁・チヂミ・コ
ロッケ・野菜サラダ・フ
ルーツ

パン盛り合わせ・クラム
チャウダー・フルーツ

海老かつバーガー・スー
プ・フルーチェ・揚げ芋

かき揚げうどん・おむす
び・フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・唐揚げ・海
老チリ・野菜サラダ

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
茶碗蒸し・野菜炒め

中華丼・玉子スープ・ポパ
イサラダ・柿

ご飯・味噌汁・ささみカツ・
ほうれん草のお浸し・麻
婆豆腐

キーマカレー・ポテトサラ
ダ・トマト・ポトフ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
シーチキンサラダ

ご飯・味噌汁・ペペロン
チーノ・チーズハンバーグ
野菜炒め
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朝
ご飯・味噌汁・小松菜肉
団子・きんぴらごぼう・子
持ち昆布

ご飯・味噌汁・手作り漬
物・フキのシーチキン煮・
玉子焼き・南瓜コロッケ

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・南瓜煮・きんぴらごぼ
う・たらこ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
おふくろ煮・エビシュウマ
イ・南瓜コロッケ

ご飯・味噌汁・南瓜煮・肉
団子・ふき、竹の子炒め・
たらこ・フルーツ

ご飯・味噌汁・インゲンの
胡麻和え・胡瓜、塩昆布
漬け・南瓜煮・玉子焼き

ご飯・味噌汁・エビシュウ
マイ・ウィンナー・ニラの
卵とじ・梅干し

昼
ご飯・味噌汁・ハムカツ・ト
マト・筑前煮・豆腐のス
テーキ

チャーシュー丼・味噌汁・
ジャーマンポテト・茄子と
ピーマンの味噌炒め

天むす・味噌汁・筑前煮・
豚肉炒め・ほうれん草の
なめ茸和え・トマト

ラーメン・おむすび・マカ
ロニサラダ・さつま芋にあ
ん・ヨーグルト

パン盛り合わせ・コンソメ
スープ・揚げ芋・フルー
チェ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草の胡麻和え・
茄子の味噌炒め・果物

ご飯・味噌汁・マイタケ、
天カマ、じゃが芋の中華
炒め・コロッケ・ほうれん
草のなめ茸和え・フルー
ツ

夕
ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・ニラチヂミ・肉野菜炒
め

ジンギスカン・ご飯・煮豆・
漬物・フルーチェ

ご飯・味噌汁・ソース焼き
そば・麻婆豆腐・春雨サラ
ダ

ご飯・もつ鍋・胡瓜、カニ
カマクラゲ和え・フルーツ
ポンチ

すき焼き風煮込み・カット
ポテト・漬物・ご飯・味噌
汁

ご飯・味噌汁・白身フラ
イ・豚肉味噌炒め・揚げ
茄子

うな丼・玉子スープ・茄子
豚肉炒め・山芋梅和え
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朝
ご飯・味噌汁・ソーセージ
炒め・フキ、天カマ煮・春
巻き・豚肉炒め

ご飯・味噌汁・鯖味噌煮・
きんぴらごぼう・胡瓜の浅
漬け・玉子焼き

ご飯・味噌汁・海老カツ・
ひじき煮・南瓜煮・たらこ

ご飯・すりみ汁・大根の煮
物・たらこ・イカゴロカツ・
切り干し大根・フルーツ

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・エビシュウマイ・ス
コッチエッグ・鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・ふき、竹の
子煮・南瓜煮・ベーコン、
肉団子

ご飯・味噌汁・ミニハン
バーグ・きんぴらごぼう・
鯖の味噌煮・玉子焼き

昼
ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
さつま芋にあん・フルーツ

天むす・味噌汁・肉じゃ
が・春雨サラダ・ぶどう

キーマカレー・ブロッコ
リーサラダ・ぶどう寒天

ご飯・味噌汁・茄子と豚肉
のオイスターソース炒め・
キャベツと天カマ炒め・卵
サラダ

パン盛り合わせ・シ
チュー・マカロニケチャッ
プ炒め・ヨーグルト

かき揚げ丼・ポテト揚げ・
フルーツ

ご飯・味噌汁・コロッケ・マ
カロニサラダ・ピーマン塩
昆布炒め・フルーツ

夕

ご飯・味噌汁・すき焼き風
煮込み・金目鯛西京焼
き・ほうれん草のかつお
節和え

デミオムライス・ソーメン
汁

牛丼・ポパイサラダ・フ
ルーツ

ご飯・ジンギスカン・中華
スープ・漬物

うな丼・豚汁ほうれん草
サラダ・キウイ・梨

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・たくあん

ご飯・味噌汁・八宝菜・大
根なめ茸和え・長芋梅和
え
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