
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

朝
ご飯・味噌汁・冷奴・わか
さぎ佃煮・水菜と揚げ煮
物・牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
たらこ・ほうれん草納豆和
え・牛乳

ご飯・味噌汁・納豆・フキ
煮物・とびっこサラダ・牛
乳

ご飯・味噌汁・カブ煮物・
ささぎピーナッツ和え・長
芋千切り・牛乳

ご飯・味噌汁・キャベツ卵
とじ・ホタテ貝柱ときゅうり
三杯酢・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・ひじき煮
物・大根煮物・きゅうりと
鶏肉ゴマ和え・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・ピーマン肉
詰め・煮豆・大根煮物・桃

おにぎり・ジンギスカン・
味噌汁・もずく酢サラダ・
長芋梅和え・漬物・スイカ

二色丼・味噌汁・ホイコー
ロー・野菜サラダ・はちみ
つポテト

ご飯・味噌汁・焼そば・焼
サバ・切干大根

いなり寿司・冷麦・ささぎと
天ぷら煮物・さつま芋サラ
ダ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・かき揚げ・
カブ煮物・ささぎピーナッ
ツ和え・長芋梅肉和え

夕
ご飯・味噌汁・焼ぬかサン
マ・チンジャオロース・漬
物

ちらし寿司・海老お吸い
物・刺身（マグロ・サーモ
ン・ホタテ・海老）・中華く
らげサラダ・煮しめ

ご飯・味噌汁・豚肉とナス
味噌炒め・アスパラきのこ
ソテー・酢の物

ご飯・味噌汁・焼鮭・金平
ごぼう・ほうれん草ツナ和
え・ﾒﾛﾝ

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
冷奴・味噌おでん

ご飯・味噌汁・ロールキャ
ベツ・焼鮭ハラス・もずく
酢
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朝
ご飯・味噌汁・きのことミッ
クスベジタブル炒め物・海
苔佃煮・卵焼き・牛乳

ご飯・味噌汁・鶏ごぼう煮
物・ほうれん草なめたけ
和え・たらこ・牛乳

ご飯・味噌汁・ソーセージ
ソテー・ぶっかけ・冷奴・
牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ベーコン・ホワイトアスパ
ラ・ほうれん草ゴマ和え・
牛乳

ご飯・味噌汁・大根そぼろ
煮・いんげんゴマ和え・も
やしお浸し・納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・フキ煮物・
数の子・海苔佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・かぼちゃそ
ぼろあんかけ・わかさぎ
佃煮・桃・牛乳

昼
親子丼・味噌汁・イカぶっ
かけ・ナス味噌炒め・ぶど
う

お好み焼き・冷麦・酢の
物・スイカ

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・もずく酢・フキとがんも
煮物・桃

栗ご飯・味噌汁・ラーメン
サラダ・白身フライ・漬物・
みかん

ご飯・味噌汁・ニラ卵とじ・
豚肉冷しゃぶサラダ・焼ナ
ス

カレーうどん・スープ・ほう
れん草お浸し・フルーツ
ヨーグルト和え

おろしなめたけそば・おに
ぎり・ナスとピーマン揚げ
浸し・とうきび

夕
ご飯・味噌汁・焼鮭・金平
ごぼう・中華サラダ・キャ
ベツおかか和え

ご飯・味噌汁・サバ味噌
煮・チンジャオロース・玉
子サラダ

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
じゃが芋煮付け・チーズ
はんぺん・漬物

ご飯・味噌汁・焼宗八カレ
イ・大豆煮物・豆腐卵とじ

ご飯・味噌汁・焼サンマ味
噌漬け・煮豆・ひじき煮物

ご飯・味噌汁・黒豆・玉子
豆腐・酢豚

ご飯・味噌汁・おでん・豚
肉とえのきポン酢和え・金
平ごぼう
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朝
ご飯・味噌汁・納豆・玉子
豆腐・きのこと天ぷら煮
物・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・はちみつポ
テト・切り干大根・ほうれ
ん草ツナ和え・牛乳

ご飯・味噌汁・キャベツと
天ぷら煮物・かぼちゃ煮
つけ・イカ黄金・牛乳

ご飯・味噌汁・たらこ・玉
子豆腐・大根おろしなめ
たけ和え・大豆煮・牛乳

ご飯・味噌汁・ところ天・大
根と卵煮物・ひじき煮物・
牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
トマト・ベーコン・さつま芋
甘煮・松前漬・牛乳

ご飯・味噌汁・大根そぼろ
煮・納豆・かぼちゃ煮・牛
乳

昼
ご飯・中華スープ・八宝
菜・ところ天・あんみつ

ご飯・味噌汁・ロールキャ
ベツ・野菜サラダ・漬物・
フルーツヨーグルト

鮭まぜご飯・味噌汁・ほう
れん草とびっこ和え・トマ
トサラダ・梨

ご飯・味噌汁・焼肉・かい
われ大根とびっこ和え・桃

おにぎり・そうめん汁・ささ
ぎピーナッツ和え・じゃが
芋金平・バナナヨーグルト

ご飯・味噌汁・豚しょうが
焼き・ポテトサラダ・黒豆・
漬物

ひやむぎ・豚肉ナスピー
マン味噌炒め・パインヨー
グルト

夕
ご飯・味噌汁・焼鮭・揚げ
だし豆腐・マーボー春雨

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛
沿塩だれ・かぼちゃ煮付・
白菜お浸し

ご飯・味噌汁・エビフライ・
トマト・きゅうり・レタス添
え・キャベツ梅和え・漬物

ご飯・味噌汁・焼塩サン
マ・ナムル・ソーセージと
菜っ葉炒め物・パイナップ

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
かぼちゃ煮つけ・白菜お
浸し

ご飯・味噌汁・焼塩ホッ
ケ・筑前煮・ホタテ貝柱と
きゅうり酢の物・小松菜と
びっこ和え

おにぎり・鮭ちゃんちゃん
焼き・焼きとり・焼きそば・
ジンギスカン・おしるこ・ス
イカ・梨
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朝
ご飯・味噌汁・フキ煮物・
野菜炒め・塩辛・牛乳

ご飯・味噌汁・大根そぼろ
煮・たらこ・小松菜なめた
け和え・牛乳

ご飯・味噌汁・卵焼き・
ベーコン・わかさぎ佃煮・
なめたけおろし・さつま芋
甘煮・牛乳

ご飯・味噌汁・じゃが芋
煮っころがし・昆布巻き・
ナス味噌炒め・パイン入り
酢の物・牛乳

ご飯・味噌汁・サンマ蒲
焼・かぼちゃ煮付・水菜と
しらすゴマ油炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・卵焼き・チ
ンゲン菜ゴマ和え・肉団
子甘酢和え・牛乳

ご飯・味噌汁・ベーコンと
きのこ炒め物・大根の豆
腐煮・卯の花・牛乳

昼
チャーハン・味噌汁・チン
ジャオロース・ツナサラ
ダ・フルーツヨーグルト

赤飯・すまし汁・刺身
（サーモン・マグロ・イカ）・
金平ごぼう・ナス揚げ浸し

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ほうれん草ツナ
和え・松前漬

麦ご飯・スープ・鶏みぞれ
煮・ナムル・桃

ご飯・味噌汁・おろし煮こ
みハンバーグ・ナスとピー
マン揚げ浸し・ツナサラ
ダ・パイン

海鮮丼・味噌汁・そば・豆
腐サラダ

海老ピラフ・シチュー・フキ
煮物・煮豆・フルーツヨー
グルト和え

夕
ご飯・味噌汁・焼ホッケ・
大根と鶏肉甘酢煮・ほう
れん草お浸し

ご飯・味噌汁・カボチャサ
ラダ・豚肉と白菜酒蒸し・
野菜サラダ・漬物

ご飯・豚汁・焼宗八カレ
イ・玉子豆腐・野菜サラダ

ご飯・味噌汁・焼ホッケミ
リん漬け・キャベツ梅和
え・ナスとひじき炒め煮

ご飯・味噌汁・ポトフ・焼サ
ンマ・マカロニ玉子サラダ

ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
煮物・焼サバ・ほうれん草
なめたけ和え

ご飯・味噌汁・ポトフ煮・
マーボーナス・焼鮭
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朝
ご飯・味噌汁・納豆・ちく
わとキャベツ煮物・バナ
ナ・牛乳

ご飯・味噌汁・数の子・
キャベツ梅和え・カブそぼ
ろ煮・のりたま・牛乳

ご飯・味噌汁・納豆・かぼ
ちゃ煮・紅じゃこ・バナナ・
牛乳

ご飯・味噌汁・ほうれん草
納豆和え・豆腐きのこあ
んかけ・わかさぎ佃煮・牛
乳

昼
ご飯・味噌汁・コロッケ・ナ
スのミートソース掛け・長
芋梅和え・さつま芋甘煮

ご飯・味噌汁・サンマ蒲
焼・かぼちゃサラダ・酢味
噌和え・漬物・桃

カレーライス・スープ・春
雨サラダ・もやしお浸し・
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・焼鮭・焼き
そば・ところてん

夕
ひつまぶし・味噌汁・野菜
炒め卵とじ・春雨サラダ・
梅昆布

ご飯・味噌汁・豚肉野菜
巻きおろしポン酢和え・ほ
うれん草なめたけ和え・煮
豆

親子丼・味噌汁・水菜とし
らす干しゴマ油炒め・漬物

ご飯・味噌汁・トマト煮
ロールキャベツ・玉子サラ
ダ・漬物・ぶどう
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