
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

朝  
ご飯・味噌汁・ソーセージ
の玉子とじ・煮豆・紅じゃ
こ・麻婆茄子・牛乳

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・目玉焼・ささぎと天カ
マの煮物・牛乳・バナナ

ご飯・味噌汁・焼秋鮭・里
芋と鶏肉のゴマ醤油和
え・わらびと天カマの煮
物・玉子焼・牛乳・キウイ
フルーツ

ご飯・味噌汁・豚肉ともや
しの肉団子・ベーコンとき
のこの玉子焼・焼さば・い
んげんのゴマ和え・トマ
ト・たらこ・牛乳

昼  

ご飯・味噌汁･炒め納豆・
豚キムチ・胡瓜ともずくの
酢の物・かぶと天カマの
煮物

ご飯・味噌汁･肉団子鍋・
煮豆・かすべの煮付・胡
瓜と竹輪のトビッコ和え・
フルーツヨーグルト

五目御飯・ウインナー・チ
キンナゲット・煮玉子・フ
ライドポテト・南瓜の煮
付・肉団子の春雨煮・フ
ルーツヨーグルト

稲荷寿司・味噌汁・鮭の
あんかけ・大根と人参の
ウズラ煮・玉子豆腐・黒
豆

夕  
ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
肉じゃが・生野菜サラダ・
キウイフルーツ

ご飯・味噌汁・燻製サー
モンのサラダ・かき揚げ・
南瓜甘煮・天カマとキャ
ベツの油炒め

ご飯・味噌汁・チキン南
蛮・麻婆キャベツ・おふく
ろ煮

ご飯・味噌汁・にらの玉子
とじ・焼つぼ鯛・鶏肉の照
焼・トマト・昆布巻

5 6 7 8 9 10 11

朝
ご飯・味噌汁・目玉焼・肉
団子・佃煮・レモンペッ
パーチキン・牛乳

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・天カマとピーマ
ンとハムの炒め物・ポテト
サラダ・牛乳

ご飯・味噌汁・南瓜煮・
ソーセージとピーマンの
炒め物・うずらミートボー
ル・おくら入納豆・牛乳・
キウイ

ご飯・味噌汁・焼サーモ
ン・茄子とピーマンのピリ
辛炒め・さつま芋煮・目玉
焼・牛乳

ご飯･味噌汁・ソーセージ
入玉子焼・焼さんま・昆布
佃煮・かまぼこ・牛乳

ご飯・味噌汁・豚肉のい
んげん巻・焼ウインナー・
焼ほっけ・里芋と竹輪の
煮物・水菜と胡瓜のツナ
サラダ・しそ南蛮・牛乳

ご飯・味噌汁・大根の天
カマ煮・目玉焼・コロッケ・
佃煮

昼

ご飯・味噌汁・麻婆春雨・
じゃが芋とピーマンのリ
ゾット・ほうれん草とナル
トのトビッコ和え・サンマ
のから揚げ

ちらし寿司・味噌汁・黒
豆・伊達巻・ゴボウサラ
ダ・ウインナーと青梗菜と
人参の塩あんかけ・ヨー
グルト

きのこの炊き込みご飯・
味噌汁・チンジャオロー
ス・エビクリームコロッケ・
サーモンマリネ・漬物・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・八宝菜・粉
ふき芋・心太・アスパラの
ゴマ和え・煮りんご

カリカリ梅ご飯・味噌汁・
生野菜サラダ・南瓜の煮
物・トマト・油淋鶏・きのこ
の大根和え

おにぎり・豚汁・南瓜コ
ロッケ・肉団子・おから・
ウインナー・胡瓜とみか
んの酢物・パイナップル

稲荷寿司・味噌汁・そうめ
んサラダ・ポテトコロッケ・
おくらのとろろ和え・玉子
豆腐

夕

ご飯・味噌汁・竹輪のカ
レー天・千切山芋のおか
か和え・豚しゃぶサラダ・
黒豆・アスパラのゴマ和
え

ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・ゴマ豆腐と生
野菜のサラダ・ほうれん
草のゴマ和え

ご飯・味噌汁・枝豆豆腐・
油淋鶏・南瓜のあんか
け・里芋の煮付・玉ねぎと
胡瓜のトビッコ和え

ご飯･味噌汁・海老餃子・
ハンバーグ・里芋と蓮根
と人参の煮物・麻婆豆
腐・トマト

ご飯・味噌汁･親子丼・麻
婆キャベツ・高野豆腐と
ふきの煮物・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・焼鮭・煮
豆・白菜と豚肉の酒蒸し・
さつま芋煮

ご飯･味噌汁・おろしカツ・
キャベツと天カマの炒め
物・長芋のなめ茸和え

12 13 14 15 16 17 18

朝
ご飯･味噌汁・玉子焼き・
煮豆・カニカマ・ごぼうの
ひき肉炒め・みかん

ご飯・味噌汁・大根と豆腐
の煮物・豚肉とキャベツ
の天カマ炒め・納豆・バナ
ナ

ご飯・味噌汁・南瓜とさつ
まいもの煮物・オクラ納
豆・ソーセージ炒め・バナ
ナとキウイ・牛乳

ご飯･味噌汁・目玉焼き・
タラの粕漬け・南瓜煮・か
まぼこ・昆布の佃煮・漬
物

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・もやしとピーマ
ンとハムの炒め物・チキ
ンナゲット・ブロッコリー・
牛乳

ご飯・味噌汁・エリンギと
小松菜の玉子とじ・胡瓜
とハムのシーチキンサラ
ダ・さつま芋・なめ茸入納
豆・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
焼鯖・ひじきの煮物・南瓜
の煮物・もずく酢・漬物・
牛乳

昼
海老カレー・玉子スープ・
煮豆・筑前煮・ラッキョウ・
南瓜の甘煮

ご飯・ラーメン・肉じゃが・
麻婆春雨・マカロニサラ
ダ・枝豆・漬物

ご飯・味噌汁・焼豚ともや
しのネギ味噌炒め・焼魚・
胡瓜と竹輪のトビッコトマ
トドレッシング和え

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・
豚キムチ春雨・キャベツ
とコーンンのサラダ・アス
パラのゴマ和え・フルーツ
ポンチ

ご飯・すり身汁・海老かき
揚げ・竹輪のカレー揚げ・
ネギとワカメの酢味噌和
え・肉じゃが・キウイフ
ルーツ

海老炒飯・鶏のから揚
げ・春雨スープ・ほうれん
草のゴマ和え・フルーツ
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・ハンバーグ
ミートスパゲティ添・煮
物・昆布佃煮･水菜と胡
瓜のサラダ・切干大根

夕

ご飯・味噌汁・焼鮭・麻婆
茄子・鶏の照焼・水菜の
シーチキンサラダ・昆布
の佃煮・トマト

ご飯・味噌汁・焼サンマ
（大根おろし添）・野菜炒
め・四川風厚焼き玉子・
湯豆腐

ご飯・味噌汁・豚ジンギス
カン・ふきのきんぴら・里
芋と椎茸の煮物・煮豆・
昆布巻・フルーツヨーグ
ルト

ご飯・味噌汁・煮豆・さん
まの塩焼・じゃが芋とひき
肉の炒め物・きのこの中
華炒め・オレンジ寒天

ご飯・味噌汁・鯖の塩焼
き・チンジャオロース・玉
子豆腐・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・麻婆豆腐・鶏肉と里芋
の煮物・松前漬・ゴボウ
サラダ

ご飯・かき揚げ入煮込み
うどん・胡瓜の酢の物・焼
サーモン・茄子とピーマン
の味噌炒め・フルーツポ
ンチ

　 19 20 21 22 23 24 25

朝

ご飯･味噌汁・大根と里芋
と人参の煮物・カニカマと
胡瓜の酢の物・ジャーマ
ンポテト・茄子の玉子と
じ・ぶどう

ご飯・味噌汁・南瓜煮・目
玉焼き・おくら納豆・バナ
ナヨーグルト・牛乳

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・ふきと竹輪のベーコ
ン煮・さつま芋の甘露煮・
じゃこ佃煮

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
うまみ昆布・天カマ・水菜
とハムとツナのサラダ・牛
乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
生姜焼き・昆布の佃煮・
漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・豚丼・かに
玉・目抜き西京漬・ウイン
ナー・大学芋・牛乳

ご飯・味噌汁・里芋とふき
の天カマ煮・豚肉と白菜
と豆腐の酒蒸し・納豆・バ
ナナ・牛乳

昼
エビフライカレー・水菜と
小松菜のお浸し・フルー
チェ

握り寿司・天ぷらそば・茶
碗蒸し・お吸い物

ご飯・玉子スープ・南瓜コ
ロッケ・八宝菜・大根サラ
ダ・洋梨

ご飯・味噌汁・ミートスパ
ゲティ・玉ねぎとハムと
ピーマンとトマトのマリネ・
肉じゃが・焼魚

ご飯・味噌汁・焼鮭・白菜
と豚ロースの挟み蒸し・
茄子とピーマンの味噌炒
め煮・トマトとブロッコリー
とハムのサラダ

ご飯・味噌汁・トンカツ
（キャベツ・ミニトマト・胡
瓜添）・じゃが芋のそぼろ
煮・玉子豆腐・梨

ご飯・味噌汁・マカロニポ
テトサラダ・鶏肉の竜田
焼・玉子豆腐・ほうれん
草のゴマ和え

夕
ご飯・すり身汁・焼さん
ま・茄子の甘味噌炒め・
胡瓜と竹輪のサラダ

ご飯・味噌汁・豚ジンギス
カンの野菜炒め・焼ほっ
け・インゲンと竹輪のゴマ
和え・桃缶

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
トマト・スイートポテトサラ
ダ・コーンバター

ご飯・味噌汁・照焼チキ
ン・焼さんま・麻婆豆腐・
ほうれん草のお浸し・トマ
ト

ご飯・味噌汁・ドライカ
レー・ホイコーロ・里芋と
天カマの煮物・キウイと
ぶどうのヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・鮭チャン
チャン焼・大根とさつま芋
の煮物・豚トロのキャベツ
炒め・南瓜のあんかけ
煮・伊達巻

ご飯・味噌汁・漬物・酢
豚・もずくと胡瓜の酢の
物・南瓜のあんかけ煮・
きのこづくしのバター炒
め・煮豆・キウイフルーツ

26 27 28 29 30  

朝
ご飯・味噌汁・ベーコン
エッグ・南瓜煮・煮豆・漬
物・タラコ・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・チーズ入ス
クランブルエッグ・大根と
揚げとインゲンの煮物・
ウドと人参の炒め煮・漬
物・牛乳

ご飯・つみれ汁・目玉焼
き・カレーハンペン・焼
ほっけ・昆布佃煮・焼売・
牛乳

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・茄子とピーマン
の味噌炒め・カニカマ・焼
き豚・バナナヨーグルト・
牛乳

ご飯・味噌汁・山芋の
ベーコン煮（竹の子・蕨・
ふき）・おふくろ煮・納豆・
煮豆

　 　

昼

カレーライス・フキと竹の
子と蕨の秋鮭煮・ラーメン
サラダ・煮豆・漬物・フ
ルーツポンチ

ご飯･味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・焼きそば・ハム
と胡瓜のサラダ・フルー
チェ

ご飯・味噌汁・油淋鶏・
ジャーマンポテト・キャベ
ツのうま塩炒め・マカロニ
サラダ

ご飯・味噌汁・肉団子鍋・
ほうれん草のお浸し・麻
婆春雨・さんま醤油漬・か
ら揚げ・さつま芋甘露煮

握り寿司（5種のネタ）・か
に汁・南瓜甘煮・胡瓜とカ
ニカマとくらげの和え物・
フルーツみつ豆

　 　

夕
ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
餃子・サラダ・玉子豆腐・
漬物

ご飯・味噌汁・豚ジンギス
カン・ニラの玉子とじ・竹
輪のカレー風味天ぷら・
金平ゴボウ・南瓜煮

ご飯・味噌汁・干宗八の
焼き物・ゴボウと鶏ひき
肉の炒め物・さつま芋と
天カマの煮物・杏仁豆
腐・フルーツ

ご飯・味噌汁・中華煮・ゴ
マ豆腐・南瓜の甘煮あん
かけ・茄子のゴマ味噌
チーズ焼・スイカ

ご飯・味噌汁・漬マグロ・
ササミの春雨ドレッシング
和え・里芋の二色ゴマ和
え
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