
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

 12月1日 2 3 4 5

朝  

ご飯・なめこ汁・かぶとあ
げの煮物・キャベツと豚
肉と天カマ炒め・納豆・た
くあん・昆布佃煮・白桃・
牛乳

ご飯・味噌汁・フキと天カ
マの煮物・たらこ・ニシン
漬・じゃが芋とベーコンの
チーズ焼き・ゴボウサラ
ダ・牛乳

ご飯・味噌汁・チーズ入
卵焼き・たらこ・焼鮭・昆
布・さつま芋ヨーグルト和
え・牛乳

ご飯・味噌汁・きゃべつの
味噌炒め・焼魚・長芋豚
肉の煮物・ほうれん草な
めたけ和え・えのきと玉
ねぎの卵とじ

ご飯・味噌汁・牛乳・かぼ
ちゃ甘煮・鶏から揚げ・さ
んまかば焼き・あんず甘
煮・ウインナー炒め・茄子
と人参のそぼろ煮

昼  

いなり寿司・味噌汁・レタ
スと胡瓜の和風サラダ・
コロッケ・海老フライ・焼
そば

混ぜご飯・豚汁・煮豆・漬
物・カボチャ煮・卵豆腐和
風だしあんかけ

ご飯・うどん汁・筑前煮・
白菜梅肉和え・しらすの
おろし和え・みかん

ご飯・味噌汁・鶏の照焼・
さつまいもの天婦羅・レタ
スとハムときゅうりとカニ
カマのサラダ・桃缶のあ
んみつ

カレーライス・ホイコー
ロー・きゅうりとシーチキ
ンの和え物・ホワイトアス
パラガス・白菜とベーコン
スープ

夕  

ご飯・味噌汁・切干大根
の煮物・チンゲン菜と豚
肉の炒め物・タラコスパ
ゲティ

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・ラーメンサラダ・大根
ち人参と天カマ煮

ご飯・味噌汁・ゴーヤチャ
ンプルー・じゃが芋と鶏肉
の煮物・おから煮・キャベ
ツとハムの油炒め

ご飯・味噌汁・煮豆・焼う
どん・焼魚・甘漬けあん
ず・春雨と果物の酢の物

ご飯・味噌汁・マーボ茄
子・もやしと豚肉の炒め
物・ニラの卵とじ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・さつ
まいも煮・目玉焼き・ゴボ
ウサラダ・ウインナー・わ
かさぎの佃煮・照焼チキ
ン

ご飯・味噌汁・里芋煮・サ
ラダ・焼鮭・牛乳・フキと
天カマとソーセージの煮
物

梅しそご飯・味噌汁・牛
乳・さつま芋煮・卵なめ茸
納豆・ごぼうサラダ・煮
豆・バナナ・ししゃも甘露
煮

ご飯・味噌汁・牛乳・玉ね
ぎと豚肉とエリンギの煮
物・ほうれん草のなめ茸
和え・ベーコンとピーマン
の炒め物・漬物

ご飯・すりみ汁・大根と鶏
肉とごぼうの煮物・ほうれ
ん草の納豆和え・トマト・
きゅうりの浅漬・茄子味噌
炒め・牛乳

ご飯・なめこ汁・肉じゃ
が・フキと細竹と天カマの
煮物・焼魚・煮豆・桃缶・
牛乳

ご飯・味噌汁・豚肉野菜
あんかけ・焼ほっけ・卵焼
き・納豆

昼

豆ご飯・味噌汁・春巻き
（トマト・きゅうり添）かぼ
ちゃ煮・煮豆・漬物・みか
ん

ご飯・かぼちゃシチュー・
コロッケ・みかんヨーグル
ト・カニ入りオムレツ・スパ
ゲティーナポリタン・水菜
と豆腐サラダ

鮭弁当・味噌汁・フルーツ
ヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・天カマ煮・かぼちゃ
煮・漬物・数の子なめこ
和え・ベーコンとポテトの
チーズ焼き・リンゴ

オムライス・味噌汁・はん
ぺんのハムチーズ挟み
揚げ・アンパンマンポテ
ト・温野菜（トマト付）・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・ビシソワー
ズ（じゃがいものスープ）・
たらこ・豆・わかさぎ・フ
ルーツポンチ・シチュー

炊き込みご飯・味噌汁・
鮭ハラス焼き・ひじきの煮
物・漬物・ハムとキューリ
とシーチキンサラダ

夕

ご飯・味噌汁・野菜たっぷ
り豚ひき肉あんかけ・焼
ほっけ・大根と豆腐の煮
物・サラダ

ご飯・味噌汁・漬マグロ・
春菊ごま和え・人参と大
根と天カマの煮物

雑炊・味噌汁・焼魚・きゅ
うりの漬物・マーボ春雨・
鶏から揚げ・ミニオムレツ

しらすご飯・豚汁・カレイ
のみりん漬・豆腐と水菜
と玉ねぎのすき煮・漬物・
煮豆

ご飯・味噌汁・豆腐とチン
ゲン菜のマーボー風・さ
つまいも甘煮・おふくろ
煮・たくあん

のり弁当・味噌汁・茶碗
蒸し・フルーツ

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・大
根と天カマの色々煮・ニ
ラと玉ねぎの卵とじ・キャ
ベツの野菜炒め・ラフラン
ス
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ほう
れん草煮浸し・オムレツ・
ししゃも甘露煮・シュウマ
イの野菜あんかけ・さつ
ま芋甘煮

わかめご飯・味噌汁・牛
乳・シューマイ・昆布巻・
肉団子・さつま芋ヨーグ
ルト和え・ピーマンのちく
わ炒め・バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・ナス
の田楽・ホタテのバター
炒め・納豆とオクラの和
え物・里芋と鶏肉の煮物

ご飯・味噌汁・目玉焼・昆
布佃煮・餃子・焼魚・イチ
ゴ

ご飯・味噌汁・じゃが芋
ベーコン煮・キャベツと豚
肉の炒め煮・大根と豆腐
の煮物・しらす納豆・牛乳

雑炊・味噌汁・牛乳・茄子
のピリ辛炒め・だし巻厚
焼き卵・ミートボール・煮
豆・さんま蒲焼・フルーツ

ご飯・味噌汁・ミックスベ
ジタブル入卵焼き・わかさ
ぎ・おふくろ煮・とろろ芋
納豆・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・いんげん
のゴマ和え・豆・うまみ昆
布・焼魚・みかんヨーグル
ト・エビチリ

ご飯・味噌汁・ナスの豚
ロール巻き・しらすのおろ
し和え・カボチャ煮・サラ
ダ

ご飯・味噌汁・鶏のから
揚げ・春菊サラダ・マッ
シュポテト・リンゴ

ご飯・味噌汁・豚ももカ
ツ・昆布巻・ナムル・サラ
ダ

ご飯・味噌汁・焼宗八カレ
イ・エビチリ・大根と鶏肉
の煮物・寒天フルーツ和
え

ご飯・ハンバーグ・煮込み
うどん・ポテト・餃子のあ
んかけ煮・ミックスベジタ
ブル炒め

チャーハン・味噌汁・もや
しとピーマンのナムル・か
ぼちゃの煮物・マーボ春
雨

夕
ご飯・味噌汁・ほっけ焼・
かぼちゃ煮・キャベツのし
そ梅和え・昆布

ご飯・豚汁・なめ茸とほう
れん草の和え物・さつま
芋の甘煮・豆腐サラダ・
チャーシュー

ご飯・味噌汁・お刺身・チ
ンジャオロースー・マーボ
豆腐

ご飯・味噌汁・カボチャ
煮・筑前煮・焼ホッケ・水
菜とトマトのサラダ

ご飯・豚汁・佃煮・キュウ
リとなめ茸和えいくら添
え・かぶと天カマの煮物・
中華風煮・キウイフルー
ツ

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
餃子・カボチャ煮・昆布佃
煮

ご飯・味噌汁・焼鮭・漬
物・小松菜のごま和え・
茄子のカレー炒め・長芋
の煮物・ブロッコリーサラ
ダ
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朝

ご飯・味噌汁・たち汁・し
しゃも焼・漬物・煮豆・長
芋のおやき・ふきとひじき
の煮物・牛乳・納豆

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼・肉だんご・漬物・コ
ロッケ・わかさぎの佃煮

ご飯・味噌汁・ふろふき大
根・豆腐とモチ天の煮物・
さつま芋甘露煮・牛乳・焼
鮭・レタスとハムのサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
と人参と天カマの卵とじ・
肉じゃが・パイナップル・
温野菜のコーンサラダ
（ゆで卵付）・ミートボール

ご飯・味噌汁・牛乳・きん
ぴらごぼう・ほうれん草と
ソーセージの炒め物・コ
ロッケ・スクランブルエッ
グ

ご飯・味噌汁・もやしと
ピーマンの卵とじ・さつ
ま芋・ソーセージのき
のこ炒め・子持ちししゃ
も・牛乳

ご飯・味噌汁・わかさぎ佃
煮・煮豆・鶏肉と里芋の
煮物・温泉玉子・湯豆腐・
牛乳

昼

ご飯・すり身汁・海鮮かき
揚げ・さつま芋天ぷら・イ
カとワカメと長ネギの酢
味噌和え・うま煮・煮豆・
フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・カスベ煮付
け・いもサラダ・切干大
根・ピーマンともやしの和
え物・フルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・エビチリ・メ
ンチカツ・サラダ

ご飯・春雨入ワカメスー
プ・長芋と鶏肉の煮物・お
好み焼き・小松菜とコー
ンのバター炒め・みかん
ヨーグルト

チャーハン・パンプキンシ
チュー・豚肉の野菜巻き・
さつま芋の天ぷら・寒天
フルーツ和え

寿司・茶碗蒸し・えび
天そば・漬物

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・イカとネギの酢味噌
和え・ラーメンサラダ

夕

ご飯・味噌汁・昆布佃煮・
漬物・肉じゃが・焼ホッ
ケ・ほうれん草のおひた
し

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・鶏肉と里芋と根菜の
煮物・八宝菜・昆布佃煮

ご飯・味噌汁・煮豆・すき
焼風煮物・エビチリマヨ・
ほうれん草の山芋あんか
け・さつま芋のあんかけ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ちりめんじゃこの佃煮・ご
ぼうサラダ・鮭のムニエ
ル

ご飯・味噌汁・ほっけ焼・
親子煮・卵豆腐・漬物

ご飯・つみれ汁・すき焼き
風煮物・真だらの粕漬
焼・きゅうりとシーチキン
の炒め煮・あみえびの佃
煮

ご飯・味噌汁・豚肉と白菜
のホイコーロー風・芋煮・
焼ホッケ・漬物
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朝

ご飯・なめこ汁・かぶと豚
ひき肉煮・焼鮭・さつま芋
甘露煮・牛乳・山菜煮物・
たくあん

ご飯・味噌汁・目玉焼・
チャーシュー・昆布佃煮・
サンマかば焼

梅しそご飯・味噌汁・牛
乳・天カマかぼちゃ煮・ホ
タテと長ネギの酢味噌和
え・焼ウインナー・バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・切干
大根・漬物・さつま芋あん
かけ煮・オクラとイカ納
豆・パイナップル・ソー
セージ炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・し
しゃも佃煮・漬物・茄子の
味噌炒め・いんげんの
ピーナッツ和え・大根と豚
肉の煮物

　 　

昼
わかめご飯・うどん汁・さ
つま芋煮・マカロニサラ
ダ・みかん

混ぜご飯・豚汁・煮豆・大
根と天カマと人参と玉子
の味噌おでん・茄子とエ
リンギのおろし和え

ご飯・味噌汁・八宝菜・ほ
うれん草のごま和え・フキ
と天カマの煮物・ミカン
ヨーグルト

いなり寿司・うどん汁・ご
ぼうサラダ・カボチャ団
子・もずく酢・マンゴー

ご飯・味噌汁・じゃが芋の
ピリ辛炒め・野菜サラダ・
フルーツヨーグルト・鮭・
漬物・しそ南蛮

　 　

夕
ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ・マーボ春雨・焼カレイ・
白菜シュウマイ

ご飯・つみれ汁・コロッケ・
ホッキサラダ・トマト・茄子
とピーマンと舞茸の揚げ
浸し・かいわれとオホーツ
クのポン酢和え

ご飯・味噌汁・さば塩焼・
かぼちゃ甘煮・あんかけ
焼きそば・ほうれん草の
なめ茸和え・フルーツ

山菜ご飯・味噌汁・ひき
肉春巻・かぼちゃ春巻・
三色おひたし・卵豆腐・し
そ昆布

ご飯・年越しそば・刺身
（マグロ・ホタテ・サーモ
ン・エビ・ブリ）・焼き物・ほ
うれん草のなめ茸和え
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