
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 5

朝

・ご飯　・味噌汁（白菜、ニ
ラ、卵）　・牛乳
・キャベツのマフラー煮
・納豆（しらす、長葱）
・果実　・香の物

・ご飯　・味噌汁（生ワカ
メ、芋、小葱）　・牛乳　・焼
き魚（キャベツの浸し、
キューウィ）　・なめたけ和
え（小松菜、焼きちく、胡
瓜）　・沢庵

・ご飯　・味噌汁（芋、大
根、ごぼう）　・牛乳　・チー
ズ入りオムレツ（生野菜、
パイン、キューウィ、バナ
ナ）　・南瓜甘煮　・一夜漬
け

・ご飯　・味噌汁（大根、し
めじ、小松菜）　・牛乳　・
煮物（天ぷらかまぼこ、焼
き豆腐、いんげん）　・温泉
卵　　・こんにゃく　・２０日
大根の甘酢

・ご飯　・味噌汁（焼き豆
腐、生ワカメ）　・牛乳
・焼き物（炭火焼きとり、生
野菜、キューウィ）　・小女
子佃煮　・白菜ビール漬け

昼 　　　　　　　休

・かもうどん（かもロール、
ほうれん草、ごぼう、しい
たけ、長葱）　・ゆかりご飯
・かぶの一夜漬け

・チキンスープ（鶏手羽、レ
タス）　・炊き込みカレーピ
ラフ（海老、玉葱、ミックス
ベジタブル）　・野菜サラダ
・しば漬け、らっきょ

・たこ天そぼ（玉葱、人参、
たこ、三つ葉）
・うどのきんぴら
・かぶの一夜漬け
・たこ焼き

・スパゲティ－ナポリタン
・サラダ（南瓜、胡瓜、チー
ズ）　・西瓜

夕

・ご飯　・赤だし味噌汁（豆
腐、なめこ、三つ葉）　・さ
しみ盛り合わせ（ひらめ、
サーモン、〆鯖）　・ズイキ
の炒め物　・酢物（カブ、菊
の花）

・ご飯　・そば（板かま、長
葱）　・鯖の味噌煮（長芋）
・豚シャブサラダ（海藻サ
ラダ、セロリ、胡瓜、レタ
ス、新玉葱）　・香の物

・赤貝の炊き込みご飯
・かき玉汁　・海老フライ盛
り合わせ　・小田巻きすし
・かぶの一夜漬け

・ご飯　・味噌汁（南瓜、生
のり、長葱）　・牛乳
・ぎせい豆腐
・スパゲッティーサラダ
・うどの味噌漬け

・ご飯　・味噌汁（大根、し
いたけ、油揚げ）　・干魚
の焼き物（甘酢大根、オレ
ンジ）　　　・切干大根の炒
め物　　　　　・水菜、胡瓜
の醤油漬け

6 7 8 9 10 11 12

朝

・ご飯　・味噌汁（ほうれん
草、南瓜）　・牛乳
・さんま蒲焼と白菜の煮浸
し　　　　　・長芋、花かつ
お　・バナナ　　・かつおた
くあん

・ご飯　・味噌汁（すり身、
白菜、長葱）　・牛乳
・ベーコンエッグ（生野菜、
果物）　・こんにゃくのかか
煮　　・シソ味たくあん

・ご飯　・味噌汁（人参、大
根、長葱）　・牛乳
・野菜のソテー　・絹豆腐
ともろみ　　・西瓜　・シソ
大根

・ご飯　・味噌汁（シイタ
ケ、白菜）　・牛乳
・焼き物（角ハムのピカタ
焼き、ほうれん草、トマト）
・ひじきの炒め煮　・香の
物

・ご飯　・味噌汁（大根、椎
茸、かぶの葉）　・牛乳
・煮物（ランチがんも他）
・納豆、しらす　・キュウイ
とリンゴヨーグルト　・香の
物

・ご飯　・味噌汁（にら、油
揚げ、糸寒天）　・牛乳
・伊東の天ぷら、キュー
ウィ　　　　　　　　　・とびっ
こ和え（小松菜、胡瓜、焼
きちく）　・香の物

・ご飯　・味噌汁（舞茸、ほ
うれん草、芋）　・牛乳　・
野菜入りオムレツ（生野
菜、キューウィ）　・うどとワ
カメの酢物　・かぶの一夜
漬け

昼

・ご飯　・味噌汁（わかめ、
しいたけ、長葱）
・親子丼　　・お浸し（白
菜、花かつお）　・しば漬
け、大根甘酢

・焼き立てパン
・ミネストローネ
・杏仁豆腐（みかん缶、
キューウィ）
・コーヒー、牛乳

・うなぎ雑炊（うなぎ、ごぼ
う、しいたけ、筍、三つ葉、
卵）　　・小さい盛り合わせ
（シュウマイ、白菜、トマ
ト、こんにゃくのかか煮）
・甘酢大根

・豚肉ときのこうどん
・うどののり巻き（うどの炒
め物、厚焼き卵、大葉、紅
生姜）　・小鉢

・スープ（ハム、レタス）
・北湘南オムレツ、福神漬
け　　　　　　　　・トマトとク
リームチーズのサラダ　・
香の物

・かけそば（ほうれん草、
なると、天かす、長葱）
・焼き立てピザ（玉葱、
ピーマン、サラミ、海老）
・煮リンゴとアイスクリーム

・ご飯　・スープカレー（鳥
肉、南瓜、しめじ、人参、
ピーマン、茄子）　・らっ
きょ、胡瓜ピクルス　・キャ
ラメルプリン　　　・コーヒー

夕

・ご飯　・鱈汁（鱈、芋、人
参、シメジ、生わかめ）　・
南瓜コロッケ（生野菜、枝
豆）　　　　　　　　　・にらと
玉葱の卵とじ　　　　　・うど
の酢漬け

・ご飯　・味噌汁（しじみ、
ほうれん草）　・煮魚（昆
布、こんにゃく）　・ポテトサ
ラダ　　　　・煮豆　・大根
甘酢

・ご飯　・味噌汁（しめじ、
ほうれん草）　・牛丼、紅生
姜　　　　　　　　　　　・フ
ルーツヨーグルト和え（フ
ルーツミックス、苺）
・大根べったら漬け

・ご飯　・味噌汁（芋だん
ご、長葱）　・魚のフライ
・酢味噌和え（軟泊葱、
サーモン）　・ちぢみ菜煮
浸し　　　・ふきとにしんの
味噌炒め

・ご飯　・味噌汁（玉葱、生
のり、板麩）　・豚肩ロース
カレー風焼き　・ビーフン
の炒めも　・べったら漬け

・ご飯　・味噌汁（豆腐、大
根菜、とろろ昆布）　・焼き
魚、オレンジ　・キャベツと
ベーコンの煮物　・ちぢみ
菜の浸し　・大根味噌漬け

・ご飯　・味噌汁（人参、大
根菜、はんぺん）　・牛す
き柳川風　・ナムル　・味
付けメンマ　・かつお沢庵

13 14 15 16 17 18 19

朝

・ご飯　・味噌汁(南瓜、油
揚げ、ワカメ）　・野菜と焼
きちくわの炒めもの　・温
泉卵　　　　・佃煮　・香の
物

・ご飯　・味噌汁（しめじ、
大根）　・牛乳　・はんぺん
田楽味噌のせ　・オクラご
ま　　　　　・ピリ辛茄子

・ご飯　・味噌汁（芋、シメ
ジ、絹さや）　・牛乳　・山
菜の炒め煮　・納豆のオク
ラ入り　　　・花豆　・香の
物

・ご飯　・味噌汁（絹さや、
卵、玉葱）　・牛乳
・焼き魚（大根おろし、筋
子）　・春雨とピーマンの炒
め物　　　・香の物

・ご飯　・味噌汁（、しめじ、
油揚げ、葱）　・牛乳
・ひじき入りオムレツ
・長芋のかつお和え
・香の物

・ご飯　・味噌汁（しめじ、
岩のり）　・牛乳　・煮物（ラ
ンチがんも、里芋、人参、
いんげん） 　・うど味噌
・バナナ、ヨーグルト　・
べったら漬け

・ご飯　・味噌汁（大根、
麩、大根葉）　・牛乳　・焼
き魚（ホッケ、白菜のお浸
し、パイン）　・高野豆腐の
オランダ煮　・野沢菜漬け
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＊今月の誕生食は３日です！＊

物 物 め物 　　 香の物 香の物
べったら漬け

オランダ煮 野沢菜漬け

昼

・味噌ラーメン（豚ひき肉、
もやし、キャベツ、にら、玉
葱、人参、わかめ）　・いな
り寿司　・香の物

・サンドウイッチ（ピーナッ
ツバター、南瓜、胡瓜）
・シチュー（鳥もも肉、芋、
玉葱、人参、筍）　・バナ
ナ、蜂蜜　・コーヒー、牛乳

　　　　　　　休

・にゅう麺（そうめん、筍、
しいたけ、シメジ、鳥肉、
三つ葉）　・一口おにぎり
・羊かん　・香の物

・スープ（レタス、鳥ガラ）
・焼き豚のチャーハン
・ポテトサラダ　・福神漬け
・カリフラワーピクルス

・鍋焼きうどん（ほうれん
草、板かま、温泉卵、豚
肉、長葱）　・小鉢（豚ヒレ
肉マリネ）　・蒸しカステラ

・和風スパゲティ－
・サラダ（トマト、茄子、海
老）　　　・今川焼（抹茶味）

夕

・ご飯　・味噌汁（ユリ根、
長葱）　・焼き魚（大根おろ
し、トマト）　・肉じゃが味噌
味　　　・胡瓜とくらげの和
え物　　　　　・白菜漬け

・黒豆ご飯　・味噌汁
・鯖のあんかけ（しめじ、舞
茸、えのき、筍、きくらげ）
・ヒレのマリネ　・紅生姜

・ご飯　・水
・チキンカレー
・サラダ（レタス、胡瓜、ブ
ロッコリー、ゆで卵、トマト）
・フルーツゼリー　・福神漬
け

・ご飯　・豚汁
・盛り合わせ（海老チリ、
厚焼き卵、レタス、オレン
ジ）　　　・くるみ和え（ほう
れん草、オホーツク）　・
べったら漬け

・ご飯　・味噌汁（小松菜、
エリンギ）　・鮭のマリネ
（セロリ、ピーマン、人参、
新玉葱、レモン）　・なめた
け和え　　　・卯の花炒め
・胡瓜の漬物

・ご飯　・味噌汁（ヒラタケ、
万能葱）　・おでんカレー
味（大根、こんにゃく、豚バ
ラ肉、ゆで卵、ふき）　・
ホッキ、ポテトサラダ　・煮
豆　・香の物

・ご飯　・味噌汁（豆腐、生
ワカメ、万能葱）　・うど味
噌　　　　　　　　・つけ焼き
（マス、大根甘酢、キュー
ウィ）　・里芋とこんにゃく
のそぼろ煮 ・香の物

20 21 22 23 24 25 26

朝

・ご飯　・味噌汁（白菜、人
参、絹さや）　・牛乳
・カニ玉あんかけ
・卯の花炒め
・べったら漬け

・ご飯　・味噌汁（南瓜、生
ワカメ）　・牛乳　・炊きわ
せ（筑前煮、ふき、絹さや）
・だし巻き卵、ほうれん草
の浸し　・バナナヨーグル
ト　・一夜漬け

・ご飯　・味噌汁（絹さや、
油揚げ、生ワカメ）　・牛乳
・焼き物（ハムステーキ、
温野菜、パイン）　・鶏レ
バーの炒め煮　・一夜漬
け

・ご飯　・味噌汁（・牛乳
・トルコ風オムレツ
・煮浸し（キャベツ、花かつ
お）　・珍味　・香の物

・ご飯　・味噌汁（南瓜、チ
ヂミ菜）　・牛乳　・湯豆腐
（豆腐、昆布、白菜、椎茸）
・高野豆腐のオランダ煮
・胡瓜の醤油漬け

・ご飯　・味噌汁（南瓜、ワ
カメ、茄子）　・牛乳
・プレーンオムレツ（生野
菜、トマト）　・きんぴらごぼ
う　　　・珍味　・香の物

・ご飯　・味噌汁（焼きちく
わ、海藻、長葱）　・牛乳
・伊東の天ぷら、オレンジ
・鯖缶の炒め煮　・シシャ
モの甘露煮　・ほうれん草
の浸し

昼

・味噌汁（油揚げ、長葱）
・炭火焼きとり丼
・ヒレ肉と野菜のマリネ
・白菜漬け

・焼き立てパン（南瓜パ
ン、天かまロール、あん
ドーナツ）、　ルバーブと苺
のジャム　・ベジタブル
スープ　・ほうれん草のサ
ラダ　・コーヒー、牛乳

・味噌汁（ホタテ、しめじ）
・おにぎりセット（鮭、梅、
海老クリームコロッケ、ポ
テトサラダ、うどの酢味噌）
・ヨーグルト、苺ジャム　・
味噌漬け

・お雑煮汁
・ゆかりご飯（鯖の香り揚
げ、ホワイトアスパラ、レタ
ス）　　　　　　　　　　・ふき
の漬物

・スープ（ワカメ、糸寒天、
チンゲン菜）　・ハッシュド
ビーフ　・サラダ（ほうれん
草、パプリカ、茹卵）
・らっきょ、福神漬け

・かしわそば
・小さい盛り合わせ（春
巻きの皮、オホーツク、
大葉、炒り卵、レタス）
・蒸しカステラ

・きつねうどん（味付けき
つね、ほうれん草、板か
ま、長葱）　・小鉢（ほうれ
ん草）　　　　　　　　　・ぶど
う、キューウィ

夕

・わかめご飯　・水餃子
・小さい盛合わせ（鳥唐
揚、フライドパンプキン、ト
マト）　　　・酢物（もずく、
〆鯖、胡瓜）　・ふきの佃
煮　・白菜漬け

・ご飯　・味噌汁（ほたて、
白菜、長葱）　・焼き魚（大
根おろし、うど味噌）
・麻婆豆腐　・メロン
・香の物

・ご飯　・味噌汁（厚揚げ、
長葱、とろろ昆布）　・つく
ね盛り合わせ（トマト、カー
ネルコーン、ピーマン）　・
春雨のサラダ　・香の物

・ご飯　・味噌汁（水菜、高
野豆腐、椎茸）　・煮魚（か
れい、昆布）　・キャベツの
サラダ（レーズン、りんご）
・ふきの佃煮風　・一夜漬
け

・ご飯　・味噌汁　・天ぷら
盛り合わせ（チカ、南瓜、
茄子、絹さや）　・ブロッコ
リーの炒め物　・うどの酢
味噌　　　　　　・果実　・香
の物

・ご飯　・味噌汁（芋、三つ
葉）　・タンドリーチキン（生
野菜、苺）　・豆腐のオイス
タソースー炒め
・チンゲン菜の漬け物

・ご飯　・味噌汁（大根、人
参、板麩）　・ホイル焼き
（フライドポテト、果実）　・
いんげんの炒め物　・小女
子の佃煮　　・かつお沢庵

27 28 29 30

朝

・ご飯　・味噌汁（豆腐、三
つ葉、ワカメ）　・牛乳
・はんぺんチーズサンド
・ホッキサラダ
・胡瓜の酢漬け

・ご飯　・味噌汁（椎茸、小
松菜、卵）　・牛乳
・鯖水煮山かけ　・磯和え
（ほうれん草、胡瓜、オ
ホーツク、海苔佃煮）　・香
の物

・ご飯　・味噌汁（玉葱、椎
茸、板麩）　・牛乳
・キャベツのマフラ煮
・納豆（しらす入り）
・香の物　・果実

・ご飯　・味噌汁（しめじ、
海藻）　・牛乳　・焼き魚
（昆布のやわらか煮、　・う
どの酢味噌和え　・大根か
ぼちゃ

昼
・スープ（小松菜、海藻、
小葱）　　・焼きそば
・紅生姜　・黒糖ぜりー

・焼き立てパン
・ほうれん草のポタージュ
・サラダ
・コーヒー、牛乳

　　　　　　　休

・かもうどん（カモ肉ロー
ル、ほうれん草、ごぼう、
生シイタケ、長葱）　　・
・ミニ寿司
・香の物

夕

・ご飯　・味噌汁（しじみ
貝、長葱）　・鮭の香り揚
げ（カレー粉、生野菜、トマ
ト）　　　　・切干大根　・香
の物

・ご飯　・味噌汁（ブナ
ピー、高野豆腐、みつ葉）
・手作り肉シュウマイ
・中華サラダ
・ふきと茄子の漬物

・ご飯　・赤だし味噌汁（な
めこ、豆腐、三つ葉）
・刺身盛り合わせ
・ズイキの炒め煮
・ちぢみ菜の煮浸し

・ご飯　・味噌汁（大根、人
参、すり身、長葱）
・鳥ささみピカタ焼き（昆
布、大根）　・奴豆腐　・長
芋の酢味噌 ・香の物の物 ふきと茄子の漬物 芋の酢味噌 香の物


