
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝

・ご飯　・大根とふのりの
味噌汁　・牛乳
・煮物（大根、天ぷら、人
参、いんげん）　・オクラ納
豆　　　・煮りんご　・麹漬
け

・ご飯　・シメジ、大根の味
噌汁　・牛乳　・伊東の天
ぷら（大根おろし、バナナ）
・キャベツとオホーツク和
え　　・たくあん

・ご飯　・絹豆腐、シメジの
味噌汁　・牛乳
・野菜入りオムレツ（ホワ
イトアスパラ、トマト、レタ
ス）　　　・さんま甘露煮　・
香の物

昼

・水餃子スープ
・北湘南オムレツ
・野菜サラダ（レタス、トマ
ト）　・福神漬け

・かき玉そうめん（卵、みつ
ぱ、しいたけ）
・焼き立てピザ（海老、
ピーマン、玉葱、トマト、バ
ジル、サラミ）　・コーヒー

・ご飯　・福神漬け
・スープカレー（南瓜、茄
子、鳥もも肉、ゆで卵、い
んげん）　・アイスクリーム

夕

・ご飯　・味噌汁
・豚ロース生姜焼き（生野
菜、オレンジ）　・スパゲッ
ティサラダ（サラミ、胡瓜、
玉葱、ゆで卵）　・大根菜
浅漬け

・ご飯　・芋、ワカメ、チン
ゲン菜の味噌汁
・焼き魚（鮭、大根おろし、
枝豆）　・炒り豆腐
・香の物

・ご飯　・味噌汁　・たくあ
ん　　　　　　　・牛すき柳川
風（牛バラ、玉葱、ごぼう、
しいたけ、春菊、卵）　・ナ
ムル（えのき、胡瓜、人
参、小松菜）

4 5 6 7 8 9 10

朝

・ご飯　・味噌汁（南瓜、わ
かめ）　・牛乳
・野菜と焼きちくわの炒め
物　・温泉卵
・白菜とほたての新漬け

・ご飯　・味噌汁（大根、し
いたけ）　・牛乳
・はんぺんの田楽味噌焼
き　　　・佃煮　・バナナ
・香の物

・ご飯　・南瓜とわかめの
味噌汁　　・牛乳
・山菜の炒め煮
・納豆（モロヘイヤ入り）
・果物（梨）　・香の物（胡
瓜）

・ご飯　・芋とキノコの味噌
汁　・牛乳　・焼き魚（大根
おろし、キューウィー）
・焼きそば炒め
・香の物（たくあん）

・ご飯　・エリンギとワカメ
の味噌汁　・牛乳
・ひじき入りオムレツ、バ
ナナ　・長芋の梅ちそ和え
・香の物

・ご飯　・味噌汁（白菜、な
すび、油揚げ）　・牛乳
・煮物（春雨巾着、里芋、
人参、いんげん）　・生卵
・麹漬け

・ご飯　・味噌汁（生揚げ、
南瓜）　・牛乳　・焼き物
（ハムステーキ、チンゲン
菜、トマト）　・きんぴら大
根カレー味　　　　　・野沢
菜、胡瓜漬け

昼
・チャーシュー麺
・いなり寿司
・果実

・サンドイッチ（ポテトサラ
ダ入り）と焼き立てパン
・鮭のシチュー
・フルーツゼリー寄せ
・コーヒー、牛乳

　　　　　休
・にゅう麺
・一口おにぎり
・香の物

・コーンスープ
・ドライカレー
・サラダ（ヤーコン、ホワイ
トアスパラ缶、人参、ブ
ロッコリー）　・福神漬け

・釜あげうどん
・小さいあ盛り合わせ（チ
カの唐揚、レタス、トマト）
・カステラヨーグルトサンド

・和風スパゲティ-（シーチ
キン、大根おろし、えの
き、大葉）　・サラダ（生ハ
ム、ゆで卵、胡瓜、チー
ズ）　　　　　　　　　　・スト
ロベリーケーキ

夕

・梅の炊き込みご飯（鰹
梅、ちそかつお）　・しめじ
の味噌汁　・焼き魚（干か
れい）　　　　　　・肉じゃが
・香の物（胡瓜）

・ご飯　・味噌汁（いかボー
ル、白菜、長葱）
・ヒレ勝盛り合わせ
・ごまよごし（小松菜、人
参、板かま）　・香の物

・ご飯　・水
・ビーフカレー
・サラダ（レタス、ホワイト
アスパラ缶、胡瓜、黄トマ
ト）　　　・福神漬け、らっ
きょう

・ご飯　・きのこ汁（えの
き、しいたけ、舞茸、絹豆
腐、鶏肉）　・盛り合わせ
（揚げウインナー餃子巻
き、ほうれん草、オレンジ）
・香の物

・ご飯　・味噌汁（にら、卵）
・鮭のマリネ（セロリ、ピー
マン、人参、紫玉葱、レモ
ン）
・とびっこ和え（焼きちく
わ、小松菜）　・香の物

・ご飯　・味噌汁（厚揚げ、
大根、長葱）　・おでんカ
レー味（大根、ゆで卵、こ
んにゃく、バラ肉）　・芋と
ホッキのサラダ　・大根の
味噌漬け

・ご飯　・味噌汁（豆腐、油
揚げ、長ネギ）　・つけ焼き
（鯖、甘酢大根、菊の花）
・ピーナッツ和え（ほうれん
草、キャベツ、オホーツク）
・茎レタス

11 12 13 14 15 16 17

朝

・ご飯　・味噌汁（大根、ふ
のり）　・牛乳
・カニ玉あんかけ
・珍味（オクラ）
・香の物

・ご飯　・味噌汁（焼き豆
腐、しめじ、白菜）　・牛乳
・田舎風炊き込み（いんげ
ん、味噌）　・だし巻き卵
・カブの一夜漬け

・ご飯　・味噌汁（高野豆
腐、みつぱ、生のり）　・牛
乳　　　　　・焼き物（さわら
西京焼き、大根おろし、バ
ナナ）　・ふきの炒め物　・
かつおたくあん

・ご飯　・味噌汁（南瓜、油
揚げ）　・牛乳　・煮浸し
・トルコ風オムレツ
・香の物

・ご飯　・味噌汁（厚揚げ、
生のり、大根菜）　・牛乳
・湯豆腐セット（白菜、生シ
イタケ）　・ごぼうとふきの
かつお煮　・香の物

・ご飯　・味噌汁（大根、シ
メジ）　・牛乳
・プレーンオムレツ
・こんにゃくの土佐煮
・べったら漬け

・ご飯　・味噌汁（玉葱、
卵）　・牛乳　・伊東の天ぷ
ら野菜入り（大根おろし、
オレンジ）　・大根とにしん
の煮物　　　　　・しし唐ソ
テー　・ピリ辛胡瓜

昼

・味噌汁（しめじ、大根、み
つぱ）　・焼きとり丼
・ポテトサラダ
・紅生姜

・焼き立てパン（菓子パン
４種類）　・ベジタブルスー
プ　　　　・南瓜サラダ
・コーヒー、牛乳

・味噌汁（白菜、人参）
・おにぎりセット
・フルーツ白玉
・香の物

・芋だんご汁（芋、ごぼう、
人参、シイタケ、生揚げ、
大根）　・ゆかりご飯盛り合
わせ（さんまあんかけ、レ
タス）　　　　　　・梅漬け

・和風スープ
・ハッシュドビーフ
・フルーツサラダ
・香の物

・にしんそば
・ブロッコリーと海老のカ
レーマヨネーズ和え
・フルーツパンケーキ（バ
ナナ、りんご、白ごま）

・きつねうどん
・ウインナーのシーチキン
和え　・柿

夕

・栗ご飯　・よせ鍋（鱈、豚
肩ロース、焼き豆腐、くず
きり、白菜、春菊、しめじ、
長葱）　　・さんまの甘煮
・酢物（もずく、菊の花、胡
瓜）　・香の物

・ご飯　・味噌汁（あさり、
チンゲン菜）　・焼き魚（大
根おろし、ちそ巻き梅）
・マーボー茄子
・カブの一夜漬け

・コーンライス　・味噌汁
（なめこ、大根）　・煮込み
ハンバーグ（南瓜、ブロッ
コリー、しめじ）　・豆腐とト
マトのサラダ　　・香の物

・ご飯　・味噌汁（ごぼう、
すり身、チンゲン菜）
・煮魚（ホッケ）　・キャベツ
サラダ（りんご、ハム、レー
ズン）　・そうめん南瓜の
酢物

・ご飯　・味噌汁（シイタ
ケ、チンゲン菜）
・天ぷらの盛り合わせ（海
老、さつま芋、茄子、菊の
葉）　　　　　　　　・くるみ和
え　・香の物

・ご飯　・味噌汁（南瓜、わ
かめ）　・タンドリーチキン
・ズッキーニィーの中華炒
め　　　・香の物（大根の紅
生姜巻き）

・ご飯　・味噌汁（さつま
芋、万能ねぎ）　・ホタテの
ホイル焼き（ホタテ、甘エ
ビ、玉葱、ピーマン、しい
たけ）　・豆腐の卵とじ　・
香の物

18 19 20 21 22 23 24

朝

・ご飯　・茄子とわかめの
味噌汁　・牛乳
・はんぺんのチーズサンド
・数の子松前
・茎レタス

・ご飯　・しいたけ、ニラ、
卵の味噌汁　・牛乳　・甘
酢大根　　　　　　　　　・鯖
の水煮山かけ
・磯和え（ほうれん草、しめ
じ、オホーツク）

・ご飯　・南瓜と茄子の味
噌汁　・牛乳　・キャベツの
マフラー煮　・納豆（しら
す、長葱）　　・梨　・甘酢
大根

・ご飯　・小松菜と油揚げ
の味噌汁　・牛乳　・焼き
魚（あぶら子の味噌漬け、
大根おろし、バナナ）　・大
豆と昆布の煮物　・胡瓜の
辛子漬け

・ご飯　・南瓜、とろろ昆布
の味噌汁　・牛乳
・チーズ入りオムレツ
・とりもつすき焼き風
・一夜漬け

・ご飯　・玉葱、しめじ、ワ
カメの味噌汁　・牛乳
・煮物（ランチがんも、里
芋、生麩、人参、ふき）　・
温泉卵　・胡瓜の辛子漬
け

・ご飯　・さつま芋味噌汁
・牛乳　・焼き物（炭火焼き
とり、生野菜、梨）　・和え
物（キャベツ、オホーツク、
胡瓜、ゆかり）　・香の物

昼

・海藻スープ（生麩入り）
・焼きそば
・かつおたくあん
・りんごヨーグルト

・焼き立てパン
・じゃが芋のポタージュ
スープ　　　　　　　・サラダ
（生ハム、大根、玉葱）　・
コーヒー、牛乳

　　　　　　　休

・かもうどん
・ミニ混ぜ寿司（ひじき、人
参、大葉、桜でんぶ、白生
姜）
・白菜お浸し

・水餃子スープ
・炊き込みカレーピラフ
・ベークドポテトサラダ
・香の物

・タコ天そば
・芋と玉葱の和えもの
・香の物

・中華スープ
・スパゲッティナポリタン
・胡瓜とさつま芋のサラダ

夕

・ご飯　・南瓜と万能ねぎ
の味噌汁　・鳥ザンギ盛り
合わせ（生野菜、果実）
・厚揚げの炒め煮カレー
風味　・香の物

・ご飯　・味噌汁（大根、人
参、油揚げ）
・海老入りシュウマイ
・中華サラダ
・甘酢大根

・ご飯　・赤だし味噌汁
・刺身盛り合わせ（〆鯖、
ホタテ、マグロ）
・ズイキの炒め煮
・織切漬け

・ご飯　・白菜、いかボー
ルの味噌汁
・鳥ささみのネギソースか
け　・奴豆腐（大根おろし、
なめたけ）　・香の物

・うどん汁
・鯖の味噌煮
・豚しゃぶサラダ
・香の物（しそたくあん）

・ご飯　・大根、落葉、長葱
の　　味噌汁　・ぎせい豆
腐　　　　　・マカロニサラ
ダ　　　　　　　　　・茎レタス

・赤飯　・清汁（そうめん
梅、みつぱ）　・紅生姜　・
煮物（魚河岸揚げ、南瓜、
筍）　　　・卵豆腐　・マグロ
の葱ヌタ　　　　・柿のおま
んじゅう
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朝

・ご飯　・キャベツと油揚げ
の味噌汁　・牛乳
・さんまの蒲焼（小松菜と
板かまの和え物、柿）
・とろろ芋　・たくあん

・ご飯　・筍としいたけの味
噌汁　・牛乳　・珍味（甘エ
ビ）　　　　　　　　　　　　・ハ
ムエッグ（生野菜、ホワイ
トアスパラ缶）
・大根の味噌漬け

・ご飯　・はんぺんとふのり
の味噌汁　・牛乳
・野菜のソテー（豚肩ロー
ス入り）　・バナナ　・胡瓜
漬け　　　　　・絹豆腐もろ
みそのせ

・ご飯　・豆腐、海藻の味
噌汁　・牛乳
・焼き物（角ハム、野菜ソ
テー、柿）　・ひじきの炒め
煮　　　　　　　　　・香の物
（茄子）

・ご飯　・大根ときのこの味噌
汁　・牛乳　・バナナ
・煮物（天ぷらかまぼこ、大
根、しいたけ、人参、インゲ
ン）　　　　・オクラ入り納豆　・
麹漬け

・ご飯　・南瓜とほうれん草
の味噌汁　・牛乳
・伊東の天ぷら（大根おろ
し、みかん）　・ブロッコ
リーとカニカマの和え物　・
胡瓜漬け

・ご飯　・あさりと大根の味
噌汁　・牛乳
・野菜入りオムレツ（生野
菜、バナナ）　・ほうれん草
と油揚げの煮浸し　・茎レ
タス

昼

・ご飯　・南瓜と卵豆腐の
味噌汁
・かつ丼　・お浸し
・香の物（そうめん南瓜）

・焼きたてパン
・ミネストローネ
・リンゴゼリー
・コーヒー、牛乳

・うなぎの雑炊（ごぼう、し
いたけ、みつぱ）
・小さい盛り合わせ（鮭カ
レー風味唐揚、レタス、ブ
ロッコリー）　・胡瓜の辛子
漬け

・豚肉ときのこのうどん
・納豆巻き　・甘酢みょうが
・ブロッコリーとシーチキン
和え

・スープ（えのきたけ、ウイ
ンナー）
・北湘南オムレツ（福神漬
け）　　　　　　　・南瓜だん
ご小倉かけ　　　　　・一夜
漬け

・山かけそば
・お好み焼き
・山ブドウのぜりー

・スープ
・ドライカレー
・福神漬け、らっきょう
・デザート

夕

・麦入りご飯　・三平汁
（鮭）　・カキフライ（生野
菜、トマト）　・卯の花炒め
・胡瓜の辛子漬け

・ご飯
・むらさきしめじ、大根、豆
腐の味噌汁　・煮魚（赤
魚）
・スパゲッティサラダ
・たくあん

・ご飯　・南瓜とむらさきし
めじの味噌汁　・牛丼
・フルーツヨーグルト（ミッ
クスフルーツ、バナナ、
キューウィ、柿）　・香の物

・ご飯　・南瓜だんごとシメ
ジの味噌汁　・秋鮭のフラ
イ（生野菜、オレンジ）　・
大根のなます　・野沢菜

・ご飯　・なめこと大根の味
噌汁　・豚肩ロースガー
リック焼き（生野菜、フライ
ドポテト）　　・春雨サラダ
・べったら漬け

・ご飯　・芋とわかめの味
噌汁　・焼き魚（さんま、大
根おろし、枝豆）　・豆腐の
卵とじ　　　・香の物

・ご飯　・エリンギと海藻の
味噌汁　・陶板焼き（鮭、
玉葱、しいたけ、南瓜、
ピーマン）　　・ナムル　・香
の物
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今月の誕生日食は、２４日です。☆（＾０＾）☆


