
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝

ごはん　味噌汁　ひじきの
煮物　柿ときゅうりの酢の
物　もやしとﾊﾑのおろし和
え　南瓜ﾌﾟﾘﾝ

きのこご飯　味噌汁　煮豆
天ｶﾏ焼　もやしのｻﾗﾀﾞ

松茸ごはん　味噌汁　紅
鮭甘酢漬　大根の煮物
南瓜ｻﾗﾀﾞ

ごはん　鶏肉団子ｽｰﾌﾟ
鶏肉とｷｬﾍﾞﾂの中華あん
かけ　白菜のお浸し　煮豆

ごはん　味噌汁　焼鮭　ほ
うれん草のｿﾃｰ　中華風ｻ
ﾗﾀﾞ　ｷｳｲ

ごはん　味噌汁　ふたにｸ
と厚揚げの煮物　厚焼き
玉子ﾚﾀｽささぎ添え　きゅ
うりとくらげの和え物　ﾌﾙｰ
ﾂ寒天

ごはん　味噌汁　厚揚げと
大根の味噌煮　煮豆　ﾐｰﾄ
ﾎﾞｰﾙ

昼
そば　麻婆もやし　鮭の白
波焼

ごはん　味噌汁　餃子　ﾂ
ﾅと水菜のｻﾗﾀﾞ　柿

温そうめん　山菜の煮物
水菜ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　信田巻
南瓜団子焼　ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　生姜焼き
昆布巻き　きのこｿﾃｰ　漬
物　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ
ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ　ﾆﾗの玉子とじ
天ぷら　ﾌﾙｰﾂ寒天

ﾏｸﾞﾛの漬け丼　豚汁　ﾎﾟﾃ
ﾄｻﾗﾀﾞ

夕
ﾋﾟﾗﾌ　ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ　ほうれ
ん草のｿﾃｰ　大根ｻﾗﾀﾞ

ごはん　お吸い物　ふきと
天ｶﾏの油炒め　焼鯖　豆
腐の和え物

ごはん　お吸い物　鯖の
煮つけ　あんかけかに玉
ひじき

ごはん　味噌汁　ﾋﾟｰﾏﾝの
肉詰め　ｴﾋﾞﾌﾗｲ　ふきの
煮物　大学ｲﾓ　煮豆

ごはん　ｼﾁｭｰ　ほうれん
草の胡麻和え　ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

ごはん　鶏団子汁　ﾎｯｹの
塩焼き　竹の子の煮物
煮豆

ごはん　味噌汁　鶏肉味
付け焼野菜添え　松前漬
け　大根とｼｰﾁｷﾝのｻﾗﾀﾞ
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朝
ごはん　鶏団子汁　ﾐｰﾄ
ﾎﾞｰﾙと茄子のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
大根とﾂﾅの煮物　ﾊﾟｲﾝ

ごはん　味噌汁　焼鮭　麻
婆茄子　白菜ときのこのな
めたけ和え

ごはん　味噌汁　ｽﾊﾟﾆｯｼｭ
ｵﾑﾚﾂ　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　焼ﾎｯｹ
ｲｶ納豆　白菜ﾅﾑﾙ　みか
ん

ごはん　味噌汁　目玉焼き
ｳｨﾝﾅｰ　さんま大根

ごはん　味噌汁　豚肉と長
芋の炒め物　小ｴﾋﾞ入り厚
焼き玉子温野菜の付け合
せ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　味噌汁　卵焼き
筑前煮　水菜ｻﾗﾀﾞ

昼
お寿司　そば　天ぷら　お
吸い物

かやくごはん　味噌汁　若
芽のﾏﾖﾈｰｽﾞ和え　柿

ごはん　味噌汁　ﾌｷと天ｶ
ﾏの煮物　大根と鶏肉の煮
物　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　さつまい
もｺﾞﾏｺﾛｯｹ　大根ｻﾗﾀﾞ　ほ
うれん草のお浸し

いなり寿司　温そうめん
さつまいもｻﾗﾀﾞ　柿

ごはん　味噌汁　ﾒﾝﾁｶﾂ水
菜添え　ﾍﾟﾝﾈｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
小松菜の煮びたし

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾅﾎﾟﾘﾀﾝ　小松菜
ｽｰﾌﾟ　南瓜ｺﾛｯｹ　ｵﾚﾝｼﾞ
ﾖｰｸﾞﾙﾄ

夕
ごはん　味噌汁　あんかけ
ｼｭｳﾏｲ　ささぎと天ｶﾏの炒
め物　松前漬

ごはん　味噌汁　肉じゃが
煮　きんぴらごぼう　白菜
とおろしのなめたけ和え

ごはん　三平汁　ﾎﾟﾃﾄｻﾗ
ﾀﾞ　ﾚﾀｽとくらげの和え物
から揚げ　ｲｶﾌﾗｲ

ｼｰﾌｰﾄﾞｶﾚｰ　味噌汁　肉
団子の甘酢あん　ﾚﾀｽのｻ
ﾗﾀﾞ

混ぜごはん　ﾎﾀﾃの味噌
汁　鯖の味噌煮　酢の物
ほうれん草のお浸し

ごはん　ｽｰﾌﾟ餃子　焼魚
水菜ﾚﾀｽｻﾗﾀﾞ　玉ねぎと
ｿｰｾｰｼﾞの玉子とじ　佃煮

ごはん　味噌汁　ｼﾞﾝｷﾞｽｶ
ﾝ　切干大根　白菜のお浸
し　みかん　さくらんぼ
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朝
ごはん　味噌汁　餃子　さ
といもとあげの煮物　白菜
のﾅﾑﾙ

ごはん　お吸い物　ほうれ
ん草と鶏肉の中華炒め
大学ｲﾓ　豆腐の和え物

ごはん　味噌汁　目玉焼き
焼鯖　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ

ごはん　味噌汁　ｴﾋﾞとｵｸﾗ
の和え物　ﾄﾏﾄとちくわのｻ
ﾗﾀﾞ　ふきと天ｶﾏ煮

ごはん　味噌汁　真鯛　ふ
きと竹の子の煮物　小ｴﾋﾞ
入り卵焼き

ごはん　お吸い物　大根と
鰯の煮物　りんごのｼﾛｯﾌﾟ
漬

ごはん　味噌汁　南瓜煮
小松菜の胡麻和え　ｷｬﾍﾞ
ﾂとﾐｰﾄﾎﾞｰﾙの和え物

昼
ごはん　味噌汁　麻婆茄
子　煮物　いり豆

鉄火丼　味噌汁　豚肉と
野菜の煮　新鮮ｻﾗﾀﾞゆで
卵ぞえ

焼そば　ｽｰﾌﾟ　人参ともや
しのﾅﾑﾙ　南瓜の煮物
ふきと天ｶﾏの煮物

さぬきうどん　長いもときゅ
うりの酢の物　切干大根
あんみつ寒天

ごはん　そば　ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ
ﾏｸﾞﾛｽﾃｰｷ

ごはん　ﾈｷﾞｽｰﾌﾟ　ﾜﾝﾀﾝの
あんかけ　いんげんの炒
め物

天丼　餃子ｽｰﾌﾟ

夕
ひれかつ丼　味噌汁　卯
の花　きゅうりと柿の酢の
物

ごはん　味噌汁　ほっけの
煮魚　ほうれん草のﾁｬﾝﾌﾟ
ﾙ　みかん

混ぜごはん　お吸い物
刺身　生ﾊﾑのｻﾗﾀﾞ　さと
いもの煮物

ごはん　味噌汁　かすべ
の煮つけ　きゅうりとｶﾆｶﾏ
のなめたけ和え　ﾚﾀｽ　ﾄﾏ
ﾄ　大根とｼｰﾁｷﾝのｻﾗﾀﾞ

親子丼　味噌汁　とろろい
も　小松菜の胡麻和え

ごはん　つみれ汁　南瓜
麻婆春雨　茄子のｹﾁｬｯﾌﾟ
和え

ごはん　中華ｽｰﾌﾟ　茄子
の煮びたし　ｶﾌﾞの煮物
魚の煮つけ
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朝

ごはん　味噌汁　ﾏｶﾛﾆｻﾗ
ﾀﾞ　厚焼き玉子生野菜添
え　杏仁豆腐のﾏﾝｺﾞｰｿｰｽ
がけ

ごはん　味噌汁　柚子胡
椒風味のに肉豆腐　ｶﾌﾞの
ﾊﾞﾀｰｿｰｽ　煮豆　みかん

ごはん　味噌汁　目玉焼き
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　ﾚﾀｽとﾁｷﾝのｻﾗ
ﾀﾞ

ごはん　ﾍﾞｰｺﾝとｷｬﾍﾞﾂの
ｽｰﾌﾟ　茄子の和風あんか
け　人参のきんぴら　たく
わん

ごはん　味噌汁　煮物　白
菜のﾅﾑﾙ　焼ほっけ

ごはん　味噌汁　照り焼き
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　ﾎｯｷｻﾗﾀﾞ　ふき
と天ｶﾏの煮物

ごはん　味噌汁　しゅうま
いのあんかけ　焼鮭　大
根と柿のなま酢　ﾊﾞﾅﾅﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ

昼
ｶﾚｰﾗｲｽ　玉子とほうれん
草のｽｰﾌﾟ　ｵﾚﾝｼﾞﾖｰｸﾞﾙﾄ

鮭ごはん　うどん　秋刀魚
の甘露煮　麻婆春雨

ごはん　ｽｰﾌﾟ　焼肉ﾚﾀｽﾄﾏ
ﾄ付　海鮮茄子炒め　ﾏｶﾛ
ﾆｻﾗﾀﾞ

寿司　そば　天ぷら　味噌
汁　お浸し

ごはん　醤油ﾗｰﾒﾝ　柿 ﾁｷﾝﾗｲｽ　おでん　柿
ごはん　味噌汁　ｺﾛｯｹ　ｽ
ﾊﾟｹﾞﾃｨ　ﾊﾑｻﾗﾀﾞ　いちご

夕
ごはん　味噌汁　鶏のから
揚げ　野菜炒め　切干大
根のｻﾗﾀﾞ

ごはん　もやしｽｰﾌﾟ　魚の
霙煮　ｽﾊﾟﾆｯｼｭｵﾑﾚﾂ　春
菊のｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　餃子　う
ま煮　ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ほっけﾌﾗ
ｲｷｬﾍﾞﾂみかん添え　肉
じゃが　たくあん

ごはん　白菜ときのこの
ｽｰﾌﾟ　野菜炒め　ｼﾞｬｰﾏﾝ
ﾎﾟﾃﾄ　いんげんの胡麻和
え

ごはん　きつねうどん　竹
の子の煮物　豆腐の和え
物

混ぜごはん　お吸い物
刺身　ｻﾗﾀﾞ

29 30

朝
ごはん　ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ　鶏肉
と竹の子の中華炒め　和
風天津　ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ

ごはん　味噌汁　焼鯖　茄
子とﾋﾟｰﾏﾝの味噌炒め　ほ
うれん草のお浸し　柿

昼
ｶﾚｰﾗｲｽ　豆腐ｽｰﾌﾟ　ｾﾞﾘｰ
ようかん

ごはん　ｽｰﾌﾟ　ﾎﾟﾃﾄﾁｰｽﾞｹ
ﾁｬｯﾌﾟ風味　ｿｰｾｰｼﾞときの
この玉子炒め　大根のな
めたけ和え

夕

ごはん　味噌汁　まぐろと
つみれの煮物　麻婆ｷｬﾍﾞ
ﾂ　ほうれん草のなめたけ
和え

ごはん　味噌汁　和風ｽﾊﾟ
ｹﾞﾃｨ　いんげんのﾊﾞﾀｰ炒
め
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