
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝
ごはん　いももちの雑煮
うま煮　生酢　おせち料理

ごはん　ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ　伊達
巻　大根の煮物　ほうれ
ん草の和え物

昼
寿司　天ぷら　そば　茶碗
蒸し　お吸い物

ｶﾚｰﾗｲｽ　ひじきの煮物
春雨ｻﾗﾀﾞ　ようかん

夕
ごはん　味噌汁　筑前煮
風鶏肉の煮物　昆布巻き
南瓜のﾃﾘｰﾇ

ごはん　味噌汁　南瓜のﾃ
ﾘｰﾇ　生酢　ﾎﾀﾃの燻製
竹の子の土佐煮　いかの
酢の物
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朝
ごはん　味噌汁　目玉焼
き　ｲｶの酢味噌　茄子炒
め

ごはん　味噌汁　焼魚　ｽ
ｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ　ほうれん草
のお浸し

ごはん　味噌汁　焼鮭　長
芋のﾊﾞﾀｰ焼　ほうれん草
としめじのｿﾃｰ　杏仁豆腐

ごはん　味噌汁　ﾍﾟﾝﾈｱﾗ
ﾋﾞｱｰﾀ　里芋の煮つけ　春
菊とふじっこのﾏﾖﾈｰｽﾞ和
え　焼魚

ごはん　ほうれん草と玉子
ｽｰﾌﾟ　竹の子と鶏肉の中
華炒め　長芋の梅和え
桃

ごはん　味噌汁　焼魚　ﾐｰ
ﾄﾎﾞｰﾙ　卵焼き

ごはん　味噌汁　焼ﾎｯｹ
麻婆春雨　ほうれん草とｶ
ﾆｶﾏのｺﾞﾏﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え

昼
ごはん　味噌汁　昆布巻
き　ﾏｸﾞﾛの刺身　肉あん
かけ煮

ごはん　味噌汁　肉団子
の甘酢あんかけ　ひじき
の煮物　ｱｽﾊﾟﾗ

ひつまぶし　おすまし　か
ら揚げ　玉子ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙｷｭｳ
ﾘ添え　ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ

おろしﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　ｽｰﾌﾟ　茄
子のｽﾊﾟｹﾞﾃｨ　ｻﾗﾀﾞ

七草粥　ごまそば　ｷｬﾍﾞﾂ
とちくわの味噌ﾏﾖﾈｰｽﾞ和
え　りんご

ごはん　豚汁　豚ﾈｷﾞ巻き
いかの酢の物　ﾏﾝｺﾞｰ

ごはん　味噌汁　野菜炒
め　ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ　秋刀魚の
蒲焼

夕
ごはん　鶏団子鍋　鰆の
西京焼　ｷｬﾍﾞﾂのﾏﾖﾈｰｽﾞ
和え　りんご

ごはん　味噌汁　焼肉ｷｬ
ﾍﾞﾂ添え　春菊のいわし缶
和え　杏仁豆腐の白桃和
え

ごはん　ｼﾁｭｰ　焼鯖　ほう
れん草のお浸し

ごはん　味噌汁　うま煮　ﾐ
ﾓｻﾞｻﾗﾀﾞ　みかん

かきあげ丼　味噌汁　若
芽ｻﾗﾀﾞ　煮豆

ｶﾚｰﾗｲｽ　若芽ｽｰﾌﾟ　煮物
ﾄﾏﾄｺﾞﾏﾁｰｽﾞがけ

ごはん　餃子ｽｰﾌﾟ　鶏肉と
竹ｋのこの煮物　人参のき
んぴら　豆腐の和え物
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朝
ごはん　味噌汁　焼魚　さ
つまいもの甘露煮　千枚
漬　ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　お吸い物　　焼鮭
茄子と肉団子の和風あん
かけ　ﾌﾙｰﾂ

ごはん　味噌汁　ﾊﾝﾊﾞー
ｸﾞ　煮豆　ほっきｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　麻婆もや
し煮物　ｷｬﾍﾞﾂとｴﾘﾝｷﾞの
塩ｺｼｮｳ炒め

ごはん　味噌汁　納豆　ﾊ
ﾑｴｯｸﾞ　大根中華あんか
け

ごはん　味噌汁　鶏肉と茄
子のあんかけ　白菜の和
え物　ﾌﾙｰﾂ

ごはん　味噌汁　焼ﾎｯｹ
大根ｽﾃｰｷ　りんご

昼
ﾋﾟﾗﾌ　餃子ｽｰﾌﾟ　春菊とさ
ばの和え物　大根ｻﾗﾀﾞ

昆布おにぎり　おしるこ
二色ｻﾗﾀﾞ　ﾎﾟﾃﾄ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
春巻

鮭ごはん　うどん　鰊切り
込み　南瓜

ごはん　玉子ﾍﾞｰｺﾝｽｰﾌﾟ
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾐｰﾄｿｰｽ　ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
野菜付け合せ

ごはん　味噌汁　酢豚　昆
布巻　ｼｰﾁｷﾝｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　手作り
ﾐｰﾄｺﾛｯｹ　白菜のお浸し
黒豆

ｶﾚｰﾗｲｽ　ｽｰﾌﾟ　さんまの
和え物

夕
豚丼　味噌汁　ふきのきん
ぴら

親子丼　味噌汁　ほうれ
ん草のお浸し　椎茸ﾊﾞﾀｰ
焼

ごはん　味噌汁　肉じゃが
ほうれん草の白和え　冷
やしﾄﾏﾄ水菜添え

ごはん　味噌汁　寄せ鍋
和風麻婆豆腐　煮豆

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ　えのきｽｰﾌﾟ　水
菜ｻﾗﾀﾞ　みかんﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　味噌汁　おでん
ｷｬﾍﾞﾂとちくわのｻﾗﾀﾞ　さ
つま揚げ

ごはん　豚汁　焼魚　こあ
え　漬物
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朝
ごはん　みそ汁　焼鯖　麻
婆茄子　大根ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　納豆　白
菜のお浸し　ﾊﾑ焼き

ごはん　味噌汁　麻婆春
雨　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ　ﾂﾅ和え　ﾊﾞ
ﾅﾅ

ごはん　お吸い物　大根
のひき肉あんかけ　豆腐
の和え物　煮豆

ごはん　味噌汁　目玉焼
き　ﾄﾏﾄ　水菜ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　おでん風
煮物　ほうれん草のなめ
たけ和え　昆布巻き

ごはん　お吸い物　もやし
とひき肉の中華炒め　ｷｬ
ﾍﾞﾂの玉子とじ　梨

昼
ごはん　うどん　なすとほ
うれん草の中華和え　昆
布巻き

焼そば　ﾁｬｰﾊﾝ　味噌汁
ﾁﾘｿｰｽ

ごはん　味噌汁　焼肉味
の野菜炒め　切干大根と
ひじきの煮物　ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

讃岐うどん　水菜のおろし
ぽん酢　ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ

鶏肉生姜丼　味噌汁　ｻﾗ
ﾀﾞ

ごはん　ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ　白菜
としめじ、ﾆﾗの玉子とじ
餃子　おかか昆布

ごはん　味噌汁　若鶏の
照り焼き　天ぷら（南瓜、
ﾋﾟｰﾏﾝ）　漬物

夕
ごはん　つみれ汁　焼魚
豆腐ｻﾗﾀﾞ　卵とほうれん
草のあんかけ

ごはん　味噌汁　大根のﾂ
ﾅ煮　ﾚﾝｺﾝと人参のきん
ぴら　ｷｭｳﾘの酢の物

ごはん　味噌汁　刺身（ｲｶ
ｻｰﾓﾝ）　ﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ　春
菊のﾏﾖﾈｰｽﾞ和え

あさりのｽﾊﾟｹﾞﾃｨ　潮汁
豚肉の味噌漬けｷｬﾍﾞﾂ添
え

ごはん　具沢山汁　玉子
豆腐　鶏団子の甘酢あん
かけ

ごはん　舞茸のｽｰﾌﾟ　茄
子のひき肉あんかけ　じゃ
がいもとれんこんのきんぴ
ら　大学ｲﾓ　浅漬

ｶﾚｰﾗｲｽ　三平汁　南瓜
りんご煮
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朝
ごはん　味噌汁　玉子豆
腐　煮豆　鯖

ごはん　味噌汁　焼ﾎｯｹ
ｱｽﾊﾟﾗﾍﾞｰｺﾝ　もやしのﾅﾑ
ﾙ　りんごの甘煮

ごはん　味噌汁　大根の
煮物　ﾎﾜｲﾄｱｽﾊﾟﾗ　昆布
巻き

ごはん　味噌汁　肉じゃが
ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ　たらこ和え

ごはん　味噌汁　茄子とﾂ
ﾅのﾁｰｽﾞ焼　ｿｲの塩焼き
かいわれｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　目玉焼
き　春巻　納豆　ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ

ﾏｰｶﾞﾘﾝｼﾞｬﾑﾊﾟﾝ　ほうれん
草と玉子のｽｰﾌﾟ　ﾍﾞｰｺﾝ
ｴｯｸﾞ　野菜ｻﾗﾀﾞ　ﾌﾙｰﾂ

昼

炊き込みごはん　味噌汁
切干大根と天ｶﾏのｺﾞﾏ風
煮　きゅうりと長芋の酢の
物　甘りんご

茄子のﾐｰﾄｿｰｽｽﾊﾟｹﾞﾃｨ
ｽｰﾌﾟ　豆腐ｻﾗﾀﾞ

ごはん　そば　ふきの煮物 ｶﾚｰﾗｲｽ　ｽｰﾌﾟ　ｻﾗﾀﾞ

鶏そぼろ丼　味噌汁　高
野豆腐とひじきの煮物　ほ
うれん草のお浸し　ﾊﾟｲﾅｯ
ﾌﾟﾙ

ごはん　味噌汁　ばら肉炒
めふきの煮物　ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ

ごはん　うどん　白菜の漬
物　ﾏﾝｺﾞｰﾖｰｸﾞﾙﾄ

夕
ごはん　ｽｰﾌﾟ　かに玉　八
宝菜　酢の物

ごはん　味噌汁　焼鮭　さ
つま揚げと豆腐の和え物
鯖水煮の和え物

ごはん　ｽｰﾌﾟ　まぐろと大
根の煮物　茄子味噌炒め
春雨ｻﾗﾀﾞ

五目ちらし　澄まし汁　ひ
じきの煮物　鶏肉ｻﾗﾀﾞ　鮭
の西京漬け

ごはん　味噌汁　焼鯖　と
んかつ　ｺﾞﾏ昆布　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　酢豚　大
根とｲｶの煮物　さつまいも

ごはん　お吸い物　白菜と
ｴﾋﾞの中華あんかけ　ほう
れん草の和え物　さつま
いも

31

朝
ごはん　味噌汁　ﾏｸﾞﾛのﾊ
ﾝﾊﾞｰｸﾞ　鮭とｱｽﾊﾟﾗのｻﾗ
ﾀﾞ　大根の酢の物

昼
天丼　味噌汁　卵焼き　漬
物

夕
ごはん　味噌　汁　ﾎｯｹの
ﾑﾆｴﾙ　春菊の胡麻和え
里芋の煮物
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