
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・焼紅鮭・オ
ムレツ・さつま芋甘露煮・
ブロッコリーと人参のハ
ム炒め・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・きのこの玉
子とじ・アスパラの肉巻
き・はんぺん・鯖とキャベ
ツの味噌炒め・バナナ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
大根のそぼろ煮・煮豆・
納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・昆布巻き・
豆・ソーセージ・レタスサ
ラダ

昼
ご飯・味噌汁・焼紅鮭・か
ぶと海老団子の煮物・春
巻き・長芋の梅紫蘇和え

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ･海老と野菜のかき揚
げ・南瓜豆腐・昆布巻き・
トマト

チキンカレー・水餃子
スープ・大根の春雨サラ
ダ・茄子とピーマンの揚
げ浸し・かぶと胡瓜の浅
漬け

お弁当（炊き込みご飯・エ
ビチリ・ウインナー・だし
巻き玉子・煮豆・コーンと
枝豆の炒り煮・南瓜甘
煮・フルーツポンチ）・味
噌汁

夕

ご飯・味噌汁・すき焼き・
小町巻き・南瓜のサラダ・
里芋と大根の煮物・さわ
らの西京焼

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・ミートオムレツ・
ふきと蕨と天かまの煮
物・水菜と生ハムのサラ
ダ

ご飯・味噌汁・オムレツ・
南瓜の甘煮・おふくろ煮・
胡瓜とワカメの酢の物

ご飯・味噌汁･親子煮・紅
じゃこ・茄子とピーマンの
味噌炒め・かぶと蕨と竹
輪の煮物・ほうれん草の
胡麻和え
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朝

ご飯・味噌汁・ニラ玉・南
瓜の醤油煮・ハムと玉ね
ぎのマリネ・焼ほっけ・バ
ナナ・牛乳

ご飯･味噌汁・玉子焼き・
紅じゃこ・黒豆・ほうれん
草のなめ茸和え・ささみ
のパン粉焼・牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
サーモンとミックスベジタ
ブルのサラダ・いんげん
の胡麻和え・桃缶のヨー
グルト和え・牛乳

ご飯・味噌汁・ハーブチキ
ン・天かまとインゲンの炒
め物・焼鮭・スパゲティサ
ラダ・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・ミートオム
レツ・おから和え・ウイン
ナー・天かま炒め焼・アス
パラのベーコン巻き・牛
乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
メンチボール・たらこ・ほう
れん草とカニカマの和え
物・牛乳・ヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・南瓜煮・グ
リーンアスパラとソーセー
ジの炒め物・きのこのバ
ター炒め・うまみ昆布・キ
ウイフルーツ・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・焼鮭・おふ
くろ煮・玉子とソーセージ
のケチャップ炒め・茄子と
ピーマンの味噌炒め・フ
ルーツポンチ

稲荷寿司・冷やしソーメ
ン・大根と鶏肉のさっぱり
煮・小松菜のお浸しのお
かか和え

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ蕨と竹輪の煮物・メン
チカツ・パイナップル

炒飯・インスタントラーメ
ン・茄子の味噌田楽・ニラ
の玉子とじ・ウインナー・
キウイフルーツ

キーマカレー・玉子スー
プ・南瓜の甘煮あんか
け・天かまと蕨の煮物・ポ
テトサラダ

ご飯・うどん汁・里芋と人
参といんげんの煮物・甘
豆・玉子豆腐・マカロニ
ベーコンのチーズケチャ
プ炒め

ご飯・水餃子スープ・タラ
コスパゲティ・焼ほっけ・
肉団子のグラタン・ﾌﾙｰﾂ
ﾖｰｸﾞﾙﾄ

夕

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼・ニラの玉子とじ・か
ぶと天かまの煮物・ブロッ
コリー

ご飯･味噌汁・豚キャベツ
炒め・焼つぼ鯛・南瓜煮
のそぼろあんかけ・昆布
の佃煮

ご飯・豚汁・ピーマンの肉
詰め・蕨と大根となるとの
煮物・もやしのナムル・玉
子豆腐・苺とキウイ

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・竹輪のオニオン
和え・南瓜あんかけ・芋と
ささぎの煮物・かぶとうず
ら卵の煮物

ご飯・味噌汁・たらの蒸し
焼き・揚げと卵の煮物・野
菜サラダ・蕨の油炒め・ト
マト

ご飯・味噌汁・肉団子の
野菜甘酢あんかけ・長芋
の梅ポン酢和え・ラーメン
サラダ・苺

ご飯・味噌汁・焼宗八・煮
豆・南瓜のあんかけ・サ
サミカツ・ハムサラダ・茄
子とピーマンのピリ辛炒
め
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朝

ご飯・味噌汁・おから煮・
煮豆・南瓜甘煮あんか
け・ソーセージ炒め・だし
巻き玉子・桃・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ほっけの醤油焼・ハムの
塩コショウ焼・おくら納豆・
煮豆

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
南瓜煮・ささみの香草パ
ン粉焼・ほうれん草のト
ビッコ和え・小町巻き・み
かんヨーグルト・牛乳

ご飯・味噌汁・納豆・アス
パラの炒め物・トマト・ハ
ムの玉子炒め・黒豆

ご飯・味噌汁・ペンネアラ
ビアータ・かに玉・おか
ら・焼ほっけ・ソーセージ
ときのこの炒め物・牛乳

ご飯・味噌汁・イカオクラ
納豆・梅干・白菜のゴマ
ピーナッツ和え・焼売・天
かまと白菜の炒め煮・桃・
牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
かぶと天かまの煮物・
サーモンサラダ・ミックス
フルーツのヨーグルト和
え・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・豚肉ジンギスカン・
わかめと胡瓜の酢の物・
あずき南瓜

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・き
んぴらごぼう・キャベツの
千切りの梅肉和え・洋梨

ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・野菜サラダ・黒
豆・フルーツヨーグルト

鮭フレークご飯・ニラ玉
スープ・ナスの豚肉巻き・
中華くらげと水菜の和え
物・心太・キウイフルーツ

ご飯・味噌汁・マカロニサ
ラダ・里芋と人参の煮物・
鱈粕漬け焼・きんぷらご
ぼう・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・かすべの
から揚げ・ソーセージの
ケチャップ炒め・鶏肉と白
菜と天かまの煮物・冷奴
のなめ茸のせ

ご飯・味噌汁・きのこと
チーズのケチャップ煮・南
瓜の煮物・焼つぼ鯛

夕

ご飯・帆立の味噌汁・鯖
の味噌煮・いんげんとえ
のきの肉巻き・ゴマ豆腐・
高野豆腐の煮物・バナナ
フルーチェ

ご飯・味噌汁・焼目抜き・
もやしのナムル・もずく
酢・じゃが芋と挽肉の炒
め煮

ご飯・味噌汁・焼鮭・白菜
とかつお節の和え物・胡
瓜とハムと玉子の中華風
和え・昆布巻き

ご飯・味噌汁・ホイコー
ロ・山菜と大根の煮物・春
雨サラダ・小町巻き・サー
モンのとろろ和え・煮豆

ご飯・味噌汁・焼さんま・
ニラの玉子とじ・野菜炒
め・胡瓜のなめ茸和え・
大根とウインナーの味噌
煮・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・鶏の竜田
焼・揚げ納豆・大根の玉
子とじ・ほうれん草のト
ビッコ和え

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・レタスとミニトマトのサ
ラダ・キャベツと天かまの
油炒め・もやしのナムル
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朝

ご飯・味噌汁・チーズ入り
スクランブルエッグ・うま
み昆布・きのこの中華炒
め・肉団子・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・ハムとほう
れん草の玉子炒め・ポテ
トサラダ・昆布の佃煮・煮
豆・漬物

ご飯・味噌汁・豚肉と大根
の煮物・焼鮭・納豆・桃
缶・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・た
らこ・大根の煮物・南瓜団
子・目玉焼き・バナナ・牛
乳

ご飯・味噌汁小松菜の玉
子とじ・生姜焼・いんげん
のピーナッツ和え・切干
大根・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・鮭のムニ
エル・納豆・オクラとワカ
メのサラダ・竹輪とソー
セージと胡瓜の和え物・
果物のヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・豚とレタス
と豆腐の炒め物・さつま
芋甘露煮・昆布海苔納
豆・黄桃フルーチェ・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・ワカメと春
雨のスープ・クリームパス
タ・里芋と天かまの煮物・
鶏ごぼう・フルーツヨーグ
ルト

稲荷寿司・味噌汁・大根
の塩煮・サーモンのマリ
ネサラダ・南瓜の甘露煮

ご飯・味噌汁・コロッケ・
ミックスベジタブル・心太・
白滝と玉ねぎと肉の煮
物・ウインナーと玉子の
炒め物・寒天ゼリー

カレーライス・野菜スー
プ・ゆで卵入りグリーンサ
ラダ・フルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
魚肉ソーセージとウイン
ナーのケチャップ炒め・大
根と豆腐の煮物・おふくろ
煮

鮭弁当(焼鮭・白身フラ
イ・竹輪の天ぷら・野沢菜
漬）・うどん汁・煮豆・昆布
巻き・フルーツポンチ

ケチャップライス・味噌
汁・ハンバーグ・ミックス
ベジタブルの塩コショー
炒め・・ブロッコリー・フラ
イドポテト・人参のグラッ
セ

夕

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・玉子とじ・焼ほっけ・
ほうれん草のお浸し・トマ
ト・果物のヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
ほっけの味醂焼・豚肉と
白菜のあんかけ煮・昆布
巻き・煮豆

ご飯・味噌汁・鱈の大葉
包み焼・南瓜の甘煮・筑
前煮・あんかけ焼きそば・
煮豆

ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・ほうれん草の
胡麻和え・煮豆・キウイと
白桃

ご飯・味噌汁・つくね煮・
ポテトサラダ・胡瓜とワカ
メの酢の物・パイン

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・かぶと天かまの煮物・
ほうれん草の胡麻和え・
カニカマサラダ

ご飯・味噌汁・八宝菜・焼
つぼ鯛・トマトとオクラと
大根のサラダ・小町巻き・
煮豆
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朝

ご飯・味噌汁・オムレツ・
南瓜の醤油煮・おから・
焼鮭・バナナと黄桃の
ヨーグルト・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・ひ
じき煮・筑前煮・かぼちゃ
あんかけ・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と揚げ
の煮物・豚肉と野菜の炒
め物・煮豆・納豆・たくあ
ん・牛乳

ご飯・味噌汁・ベーコンと
舞茸のバター醤油炒め・
ポテトサラダ・かぶの挽
肉あんかけ煮・ウイン
ナー・南瓜豆腐・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・南
瓜とさつま芋のきんとん・
人参とほうれん草入だし
巻き玉子・煮豆・あんず
漬・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・海老の天
ぷら・焼そば・胡瓜となる
との土ビッコ和え・昆布と
天かまの煮物

ご飯・お吸い物・刺身盛り
合わせ・ヒレカツ・ワカメ
の酢の物・お浸し

ご飯・味噌汁・豚ジンギス
カン・玉子焼き・茄子と
ピーマンのゴマ味噌が
け・煮豆・トマト

ご飯・味噌汁・焼鯖・ハム
ポテト・大根と竹輪の煮
物・ブロッコリー・煮豆

ご飯・味噌汁・和風おろし
煮込みハンバーグ（ブ
ロッコリー添）・粉ふき芋・
野菜サラダ・バナナヨー
グルト

夕

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・大根と人参の煮
物・煮豆・かぼちゃの甘
煮あんかけ・天津・漬物・
キウイとバナナ

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
ほうれん草のトビッコ和
え・湯豆腐・じゃが芋と鶏
ひき肉の煮物

ご飯・味噌汁・鯖の竜田
揚げ・麻婆キャベツ・ナル
トと里芋の煮物・小町巻
き・煮豆・洋梨ヨーグルト

ご飯・味噌汁・豚キムチ・
もやし和え・冷やしラーメ
ン・煮豆・シーチキンと胡
瓜の和え物

ご飯・味噌汁・キャベツと
天かまの炒め物・カニカ
マ入玉子焼き・長いもの
酢の物・煮豆・佃煮
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