
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・赤魚粕漬
焼・だし巻き玉子・胡瓜と
若布とトマトのサラダ

ご飯･味噌汁・ミートボー
ルとシメジと人参の炒め
物・揚げともやしと竹輪の
味噌和え・ほうれん草の
胡麻和え

ご飯･すり身汁・煮玉子・
紫蘇の実・焼トラウトサー
モン・煮卵・切昆布と揚げ
の炒め煮・紫蘇の実

ご飯・味噌汁・白菜の酒
蒸し・大根煮・胡瓜サラ
ダ・みかんヨーグルト

ご飯・味噌汁・マグロの味
醂漬焼・肉じゃが・オクラ
と水菜の和え物

昼
親子丼・味噌汁・春巻き・
煮豆・マカロニのケチャッ
プ炒め・おふくろ煮

うどん汁・鶏牛蒡の炊き
込み御飯・南瓜煮・漬物・
フルーツヨーグルト

カレーライス・ベーコンと
ほうれん草の玉子スー
プ・マカロニサラダ・ぶど
う

カレーそば・さつま芋の
煮物・梨のフルーツポン
チ

稲荷寿司・そうめん・若布
と胡瓜のシーチキン和
え・大学芋・りんご

夕

ご飯・鮭シチュー・ハムカ
ツ（ブロッコリー添）・水菜
とシーチキンのサラダ・煮
豆・紫蘇の実

ご飯・ニラと玉子のお吸
い物・メンチカツ・ひじき
煮・白菜と胡瓜の浅漬け

ご飯・味噌汁・梅肉味噌
鶏焼（トマト添）・ポテトサ
ラダ・蕗とひじきの煮物・
紫蘇の実漬け

ご飯･味噌汁・焼ほっけ・
八宝菜・大根と挽肉の煮
物

ご飯・味噌汁・豚汁・ほう
れん草の白和え・焼ほっ
け・じゃこの佃煮
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朝
ご飯・味噌汁・南瓜煮・竹
輪サラダ・ほうれん草炒
め・竹の子煮

ご飯・味噌汁・竹輪とはん
ぺんの煮物・ベーコン入
りスクランブルエッグ・蕗
と揚げの炒め物

ご飯・味噌汁・たらの味噌
漬け焼・煮物（ナルト・大
根・人参・ハンペン・竹
輪）・トマトソースのペンネ

ご飯・味噌汁・しらす入納
豆・子和え・舞茸と玉子
のオイスターソース炒め・
煮りんご

ご飯・味噌汁・焼さんま
（大根おろし添）・じゃが芋
の挽肉炒め・かぶの塩漬
け・トマトと玉ねぎのサラ
ダ

ご飯・味噌汁・がんも煮・
舞茸炒め・蒸し豚

ご飯・味噌汁・納豆・煮し
め・マカロニサラダ

昼
ご飯･味噌汁・じゃが芋の
挽肉煮・かりかりチーズ・
梨のポンチ

親子丼・味噌汁・ほうれ
ん草のベーコン炒め・さ
つま芋煮・フルーツあん
みつ

ご飯・味噌汁・一口カツ
（キャベツ添）・南瓜煮あ
んかけ・茄子とピーマン
の味噌炒め

かき揚げ丼・味噌汁・ラー
メンサラダ・白菜とほうれ
ん草なめ茸和え

ご飯・味噌汁・豚肉と野菜
のにんにく生姜炒め・大
根と山菜の煮物・たらこ
パスタ

カレーライス・スパゲティ
サラダ・ニラ玉スープ・み
かんと黄桃

ご飯・味噌汁・鶏のから
揚げ・木耳と胡瓜のサラ
ダ・玉子豆腐・さつま芋

夕
ご飯・味噌汁・生姜焼き･
ラーメンサラダ・煮豆

ご飯・味噌汁・揚げ餃子・
もやしの中華サラダ

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
紫蘇の実・しらす入玉子
焼き・おからの煮物

ご飯・味噌汁・焼塩鯖・小
女子の佃煮・ひじきと大
根菜の煮物・南瓜の甘
煮・柿

とりそぼろとしらすと小松
菜入玉子の三色丼・味噌
汁・ポテトサラダ・黒豆・
煮りんご

きのこご飯・水餃子スー
プ・茶碗蒸し・きんぴらご
ぼう・柿

ご飯・味噌汁･玉ねぎの
挽肉炒め・つぼ鯛の醤油
焼・紅じゃこ・もやしの胡
麻ドレ和え・たくあん
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朝

ご飯・味噌汁・炒め納豆・
たらこのパスタサラダ・中
華くらげと胡瓜と水菜の
和え物

ご飯・味噌汁・大根の天
かま煮・焼さば・ほうれん
草の胡麻和え・梨

ご飯・味噌汁・焼魚・茄子
焼・ポテトサラダ・納豆

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・ソーセージとネギ入ス
クランブルエッグ・なます

竹の子ご飯・味噌汁・茶
碗蒸し・胡瓜と中華クラゲ
の和え物・くるみ白じゃこ

ご飯・味噌汁・目抜きの
西京焼・水菜とオクラの
サラダ・海老の佃煮・厚
揚げの煮物

ご飯･味噌汁・白菜の炒
め物・煎り玉子・ピーマン
の炒め物・かぶ漬

昼
うどん・俵おにぎり・玉ね
ぎサラダ・みかんヨーグ
ルト

カツ丼・味噌汁・南瓜煮・
胡麻豆腐・リンゴヨーグル
ト

カレーライス・玉子スー
プ・小松菜のお浸し・さつ
ま芋・りんご

ワカメご飯・うどん汁・じゃ
が芋と豚肉の煮物・たく
あん

ご飯・味噌汁・カレー風味
ピカタ・じゃがピザ・柿

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草のマヨ和え・コ
ロッケ・茄子の漬物

スパゲティミートソース・
ポトフ・レタスのサラダ・煮
りんご

夕

ご飯・ホタテシチュー・鶏
のから揚げ（レタス・ミニト
マト添）・ニラの玉子とじ・
煮豆・みかん

ご飯・すり身汁・豚ジン
（かいわれ添）・長芋の梅
肉和え・たくあん・柿

ご飯・コンソメスープ・手
作り餃子・春雨スープ・小
女子の佃煮・カクテルフ
ルーツ

ご飯・味噌汁・焼トラウト
サーモン（大根おろし
添）・さつま芋のりんご
煮・豆腐と海老とほうれ
ん草の中華風玉子とじ

ご飯・コンソメスープ・煮
込みハンバーグ・ササミ
サラダ・りんご

親子丼・味噌汁・大根菜
の煮物・ハムとレタスの
サラダ・大学芋

味噌汁・ご飯・焼つぼ鯛・
南瓜のそぼろ煮・胡麻豆
腐・小松菜と竹輪の梅ド
レッシング和え

20 21 22 23 24 25 26

朝

ご飯・味噌汁・大根と人参
と鶏肉の煮物・サーモン
のバター醤油焼・インゲ
ンのピーナッツ和え・苺フ
ルーチェ

ご飯･味噌汁・ふきと揚げ
の煮物・マカロニとソー
セージの炒め物・キャベ
ツとミートボールの炒め
物・南瓜煮

ご飯・味噌汁・目抜きの
味噌漬け焼・筑前煮・漬
物

ご飯・味噌汁・だし巻き玉
子・松前漬・フキと根菜の
煮物・キャベツとソーセー
ジの炒め物

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
人参煮・大根サラダ・パイ
ンヨーグルト

ご飯・味噌汁・焼売・白菜
あんかけ・卯の花・納豆と
キャベツの味噌炒め・八
宝菜風・フルーチェ

ご飯･味噌汁・つぼ鯛の
粕漬け焼・ひじきの炒め
煮・マカロニサラダ・漬物

昼

キーマカレー・かぶの
スープ・煎り玉子・ブロッ
コリーの胡麻ドレッシング
和え・パインとみかん

五目御飯・味噌汁・秋刀
魚の塩焼き・いんげんと
天かまの煮物・マカロニ
サラダ・桃缶

カレーラーメン・水菜のサ
ラダ・さつま芋の甘煮・ト
ロピカルフルーツ

カルボナーラ・レタスと海
苔のサラダ・ポトフ・ハム
のチーズ焼・ブロッコリー

カツ丼・味噌汁・マカロニ
サラダ・紫蘇の実・トロピ
カルフルーツ

ご飯・味噌汁・ほうれん草
のサラダ・挽肉の玉ねぎ
炒め・フルーツ

五目稲荷・天ぷらそば・
長芋の梅紫蘇ドレッシン
グ和え・キウイフルーツ

夕

ご飯・味噌汁・たらの天ぷ
らのあんかけ・大和芋の
梅ドレッシング・かぶの浅
漬け

鶏から揚げの照焼き丼・
味噌汁・中華サラダ・漬
物

ご飯・味噌汁・サーモン・
紫蘇の実・わかめの酢の
物・マカロニサラダ・桃
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・鶏つくね・
南瓜煮・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・春巻き・揚
げと竹輪とオクラの煮物・
漬物

ご飯･水餃子・豚ジンギス
カンの野菜炒め・白菜と
オクラの和え物・ぶどう

豚丼・味噌汁・ポテトサラ
ダ・青梗菜とベーコンのピ
リ辛チーズ炒め・たくあん

27 28 29 30

朝
ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
ゆで卵とチーズのサラ
ダ・南瓜煮・黒豆

ご飯・味噌汁・焼魚・茄子
炒め・シーチキンサラダ・
桃ヨーグルト

ご飯・味噌汁・炒め納豆・
たらこ昆布煮・かぶと厚
揚げのスープ煮・みかん

ご飯・味噌汁・納豆・紫蘇
の実和え・大根と昆布の
煮物・玉子豆腐・ツナ入
スクランブルエッグ

昼

ご飯・鮭シチュー・蟹ク
リームコロッケ・ハムカ
ツ・マカロニサラダ・紫蘇
の実漬・マンゴーと黄桃

カレーライス・コンソメ
スープ・ほうれん草とカニ
カマの和え物

ご飯・味噌汁・ピカタ・い
んげんの胡麻和え・八宝
菜・里芋の煮っ転がし

煮込みうどん・オホーツク
とワカメの酢味噌和え・黒
豆の甘煮・みかん

夕
ご飯・味噌汁・酢豚・いか
大根・茄子の漬物とたく
あん

ご飯・豚汁・帆立のかき
揚げ・さつま芋の天ぷら・
ひじきの煮物・フルーツポ
ンチ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
鱈のフライ・水菜と胡瓜
の酢の物

ご飯・味噌汁・回鍋肉・
サーモンの西京漬焼・ブ
ロッコリーとトマトのサラ
ダ
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