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5月31日     1 2

朝
ご飯・味噌汁・卵焼き・は
ちみつポテト・大根豆腐
煮・漬物・フルーツ

    

ご飯・味噌汁・ホッケ塩
焼・大根人参天プラソー
セージ煮・ほうれん草納
豆和え・山菜と湯葉の煮
物・牛乳

ご飯・味噌汁・白滝入り
マーボー豆腐・里芋さつ
ま芋煮・さわらと小松菜
のピーナッツ和え・バナ
ナ・苺・牛乳

昼

海鮮あんかけチャーハ
ン・ポトフ・フルーツポン
チ・ふきわらび天カマ炒
め

    

ご飯・卵スープ・中華炒
め・玉ねぎカニカマちくわ
の和え物・イカとワカメの
酢味噌・鶏ササミと水菜
の辛子マヨ和え

ご飯・ワカメ春雨スープ・
フルーチェ・焼ソバ

夕
ご飯・味噌汁・鳥肉入りお
ふくろ煮・麻婆豆腐・水菜
とトマトのバジルサラダ

    
ご飯・味噌汁・焼鮭・菜の
花生ハム和え・コロッケ・
トマト・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・親子丼風
煮物・からし菜のツナマヨ
和え・ところ天・芋と天カ
マの煮物

3 4 5 6 7 8 9

朝

卵おじや・味噌汁・ひじき
佃煮・サンマ蒲焼き・みか
んと春雨の酢の物・マカ
ロニサラダ・ワカメとミック
スベジタブル炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・カブ山芋人
参鶏肉の煮物・きんぴら
ごぼう・煮豆・カボチャき
んとん・ホワイトアスパラ
のタラコマヨネーズ・牛乳

ご飯・味噌汁・大根天ぷ
ら豆腐煮物・焼鮭・茄子
漬・トマト・牛乳

フレンチトースト・ポトフ・
アスパラとししとうのベー
コン炒め・ブロッコリーとト
マトの胡麻サラダ・キャベ
ツと天カマ炒め

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
納豆・漬物・キュウリシー
チキンハムサラダ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・ちく
わとパセリのから揚げ・
キュウリの漬物・大根とイ
カさつま芋の煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・キャベツの
油炒め・昆布の煮物・煮
豆・さつま芋の甘煮・漬
物・牛乳

昼

チャーハン・煮込みうど
ん・大根ステーキ・ミート
ボール・菜の花の和え
物・水菜とキュウリの梅
じゃこサラダ・フルーツ

グ ト和え

いなり寿司・ひやむぎ汁・
茄子味噌煮・ベジタブル
ポテトサラダ・山菜と湯葉
の煮物・フルーチェ

生寿司・天そば（うどん）・
茶碗蒸し・お吸い物・漬物

カレーライス・味噌汁・野
菜あんかけ・ウインナー・
揚げ芋・キュウリ梅酢物・
漬物・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・鶏肉のお
ろし煮・春菊ゴマ和え・カ
ボチャ煮付け・ヨーグルト
和え

ご飯・なめこ汁・八宝菜・
天カマ大根ふき煮・カボ
チャあんかけ・バナナ入
りフルーチェ

ご飯・ニラと卵の味噌汁・
焼鮭・シチュー・水菜サラ
ダ・フルーツヨーグルト

夕

ご飯・味噌汁・トマト卵鶏
肉白滝揚げ包み煮・玉ね
ぎわさび菜和え・アスパラ
人参の豚肉ロール・オク
ラ山芋あんかけ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ホイコーロー・菜の花ゴマ
和え・レタストマトツナの
サラダ

ご飯・味噌汁・ツボダイ醤
油漬け・長芋ピーマンの
チンジャオロース風・もや
しとニラ豚肉の炒め物・
煮豆

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・じゃが芋とインゲン
煮・ほうれん草の胡麻和
え・漬物

カツ丼・味噌汁・アスパラ
とウインナーの炒め物・
煮豆・キュウリとシーチキ
ンの和え物

ご飯・味噌汁・焼魚・ラー
メンサラダ・チンジャオ
ロース・バナナ

ご飯・けんちん汁・かき揚
げマグロ漬け・カボチャあ
んかけ・漬物
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朝

ご飯・味噌汁・おから和
え・オムレツ・ミートボー
ル・アスパラマヨゴマ和
え・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・ウインナー
いんげん炒め・具沢山カ
ニ玉風・たらこ昆布・キウ
イ・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・ごぼう人参
鶏肉煮物・茄子と天カマ
の油炒め・きのこと豆腐
の卵とじ・牛乳

ご飯・味噌汁・大根人参
揚げ煮物・茄子ピーマン
味噌煮・チーズ入りスクラ
ンブルエッグ・インゲン・ト
マト・キウイ・牛乳

ご飯・味噌汁・揚げと卵の
含め煮・ソーセージとキャ
ベツの炒め物・もずく酢
キュウリ・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ウインナーピーマン炒め・
カボチャあんかけ煮・ニラ
の卵とじ・フルーツポン
チ・牛乳

ご飯・味噌汁・カブとがん
もの煮物・切干大根・ミー
トオムレツ・レタス・プチト
マト・バナナ・牛乳

昼

マグロちらし寿司・芋団子
汁・鶏肉大根人参の煮
物・ほうれん草ゴマ和え・
煮豆・

チャーハン・うどん・ウナ
ギのかば焼き・キャベツと
鰹節の和え物・肉団子と
野菜炒め

ご飯・三平汁・コロッケ・
キャベツ・野菜炒め・煮
豆・キウイフルーツ・漬
物・クラゲサラダ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・スパサラダ・ゴーヤ
チャンプルー・インゲンの
ゴマ和え・漬物

いなり寿司・ソーメン汁・
大根と鶏ゴボウ煮物・長
芋千切り三杯酢・キウイ
ヨーグルト・ひじきと昆布
の佃煮

ドライカレー・かき玉汁・
福神漬・さつま芋の甘煮・
もやしのナムル

おにぎり・うどん煮・大根
田楽・漬物・メロン

夕
ご飯・味噌汁・じゃが芋あ
んかけ煮マーボー茄子・
ウインナーとアゲの煮物

ご飯・きのこ汁・カツとじ・
漬物・卵豆腐・焼ソバ・春
雨と桜エビの炒めもの

ご飯・味噌汁・サンマ煮付
け・ホタテ長ネギ酢味噌
和え・白菜インゲントマト
サラダ

ご飯・味噌汁・鮭のムニ
エル・もやしとニラの炒め
物・エビ椎茸の蒸し物・肉
詰めピーマン・トマト青じ
そ和え

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
茄子と天カマ煮物・ほう
れん草ゴマ和え・バナナ・
漬物

ご飯・味噌汁・肉豆腐・具
沢山中華風あんかけ・つ
ぼ鯛焼・漬物

ご飯・味噌汁・焼魚・海老
団子とチンゲン菜のあん
かけ煮・卵豆腐・キュウリ
とナメタケの和え物
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朝

桜エビと卵のおじや・味
噌汁・漬物・切干大根の
煮物・マカロニのケチャッ
プ煮・ウドの酢味噌和え・
牛乳

ご飯・味噌汁・大根と豆腐
の煮物・もやしとほうれん
草のカレー炒め・ところ
天・芋と天カマの煮物・牛
乳

ご飯・味噌汁・チーズ揚
げ・煮大豆・卵豆腐・アス
パラ・じゃが芋の煮物・牛
乳

ご飯・味噌汁・カボチャ煮
物・オムレツ・昆布の佃
煮・ウインナー・バナナ
ヨーグルト・ミックスベジタ
ブルバター炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・白菜豚ひ
きえのきの中華あんか
け・焼鮭・煮豆・レタスサ
ラダ・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼魚・切
干大根・四川風厚焼き
卵・煮豆・フルーツポン
チ・牛乳

ご飯・味噌汁・シーチキン
水菜のマヨネーズ和え・
肉野菜炒め・ベーコン
エッグ・梅昆布佃煮・トマ
ト・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・コロッケ・
芋の天ぷら・里芋とカマ
ボコの煮物・茄子漬・冷
奴・キュウリ大根のサラ
ダ

ウナギご飯・味噌汁・さつ
ま芋ささぎ天ぷら・メロン・
漬物・春雨ちくわキュウリ
の和え物

ご飯・味噌汁・海老フライ
タルタルソースがけ・大根
オクラサラダ・豚肉にんに
く照り焼き・野菜卵とじ・
梅ちくわ

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・芋ピザ・キュウリの酢
の物・みかんヨーグルト

ご飯・味噌汁・白身魚フラ
イ・キュウリの酢の物・お
ふくろ煮・茄子の醤油煮

ご飯・味噌汁・唐揚げ・
アスパラガス・トマト・ニ
ラしめじベーコン中華
煮・きんぴらごぼう

ご飯・味噌汁・ビーフシ
チュー・キュウリとちくわ
のサラダ・焼鮭・マンゴー
とみかんのヨーグルト

夕

ご飯・味噌汁・焼鮭・バナ
ナ・ほうれん草入り和風
オムレツ・茄子ピーマン
天カマの味噌炒め

ご飯・煮込みうどん・ブ
ロッコリーの肉巻き・白菜
の煮浸し・トマトと大葉の
中華サラダ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草ゴマ和え・鮭
のムニエル・昆布梅味付
け・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・マーボー
キャベツ・茄子と天ぷら煮
物・カボチャ煮あんかけ・
水菜ちくわ・カニカマのサ
ラダ

ご飯・味噌汁・煮豆・海老
玉煮・マーボー茄子・漬
物・ちくわおくらタラコ和
え・八朔

ワカメご飯・味噌汁・餃
子・漬物・茄子のケチャッ
プ炒め・ほうれん草お浸
し・卵ソーセージ炒め

ご飯・味噌汁・煮魚・ホタ
テの酢味噌和え・フキの
煮物
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朝

ご飯・味噌汁・高野豆腐
の肉詰め煮・野菜炒め・
きんぴらごぼう・鮭フレー
ク・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・焼魚・キャ
ベツとカマボコの煮物・ト
マト・オムレツ・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
茄子ピーマン味噌炒め・
煮豆・フルーツ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・煮
豆・たくあん・キャベツ天
プラウインナーの煮物・
納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・肉団子ケ
チャップあんかけ煮・アス
パラベーコン炒め・さんま
やわらか煮・ソーセージ・
パイン

ご飯・味噌汁・ごぼう天か
ま炒め・ポテトマカロニサ
ラダ・煮豆・わかさぎ佃
煮・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ウインナー・さつま芋煮・
フキ炒め・ナポリパスタ・
牛乳

昼

いなり寿司・味噌汁・フラ
ンクフルト・春雨ササミサ
ラダ・チンゲン菜えのきの
炒め煮・漬物

桜エビチャーハン・卵スー
プ・かぶと人参の煮物・ニ
ラの酢味噌和え・オニオ
ンサラダ

キーマカレー・春雨スー
プ・ラーメンサラダ・インゲ
ンごま和え・鳥肉みぞれ
煮

ご飯・煮込みうどん・アス
パラ肉巻き・ほうれん草
なめたけ和え・チンゲン
菜天カマ煮・みかんヨー
グルト

ご飯・味噌汁・つぼだい
焼・肉じゃが・野菜サラダ

カレーライス・スープ・宗
八焼・もやしなめたけ和
え・八朔

ご飯・味噌汁・マーボー
白菜・黒豆・つぼ鯛塩ダ
レ焼・茄子とピーマンの
揚げ浸し・オレンジヨーグ
ルト

夕

ご飯・味噌汁・餃子・赤魚
の京風煮・ほうれん草な
めたけ和え・がんもとちく
わの含め煮

ご飯・味噌汁・鳥肉ももフ
ライ・昆布巻き・パイナッ
プル・中華風サラダ・芋煮

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
マーボー白菜・もやしとち
くわのおかか和え・揚げ
出し豆腐・茄子の素揚げ

ご飯・三平汁・煮豆・酢
豚・ところ天・フキワラビ
天カマ煮・メロン

ご飯・味噌汁・八宝菜・茄
子とししとう玉ねぎのシソ
味噌炒め・水菜と豆腐の
サラダ・漬物・煮豆

ご飯・味噌汁・水菜の
シーチキンサラダ・ミート
ボール・オムレツ・茄子の
煮物・たくあん

ご飯・味噌汁・豚バラ照り
焼き・アスパラガス・苺・
里芋椎茸人参煮物・ぼり
ぼり水煮と大根おろしポ
ン酢
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