
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1

朝

・ご飯　・お雑煮（醤油味）
・牛乳　・プレート盛り（・鮭
の花寿司　・アスパラベー
コン巻　・昆布巻き　・甘味
（松竹梅）　・里芋の煮物
・甘酢大根

昼
・秋鮭の和風スパゲティ
・クラゲのスープ　・ゆり
根サラダ　・コーヒー

夕

・ご飯　・清汁　・盛り合わ
せ（・えびの大葉巻き　・生
野菜　・みかん）　・魚河岸
揚と生麩のくず煮　・おさ
つ甘煮　・香の物

2 3 4 5 6 7 8

朝

・ご飯　・鮭のお雑煮（塩味）　・
プレート盛り（・鉄砲つくね　・
野菜ソテー　・千枚かぶらサー
モン巻き　・味付かずのこ　・板
かま）　・ごぼう三色煮　・黒豆
・白菜漬

・ご飯　・はんぺんとみつ
葉の味噌汁　・牛乳　・筑
前煮　・伊達巻　・小松菜
のお浸し　・花豆　・煮リン
ゴ　・バナナ　・一夜漬

・ご飯　・舞茸と厚あげの
味噌汁　・牛乳　・小盛り合
わせ（・炭火焼ミニ串　・レ
タス　・トマト　・みかん）　・
ごぼうとレンコンの煮物　・
一夜漬

ご飯　・しめじと豆腐の味
噌汁　・スペイン風オムレ
ツ（・生野菜　・バナナ）　・
中華風和え物　・沢庵

・ご飯　・大根と絹さやの味
噌汁　・湯豆腐　・豚ヒレの
マリネ漬　・バナナヨーグ
ルト　・胡瓜粕漬

・七草粥　・牛乳　・焼物
（　・つくね　・生野菜　・
トマト）　・れんこん土佐
煮　・茄子漬

ご飯　・しじみと大根の味
噌汁　・牛乳　・伊東の天
ぷら（大根おろし・トマト）
・卯の花炒め　・白菜粕漬
・みかん

昼
・海鮮丼　・ゆり根と厚あげ
の味噌汁　・旨煮　・胡瓜
粕漬　・白菜粕漬

・焼立てパン　・ベジタブル
スープ　・盛り合わせ（・生
野菜　・トマト　・アスパラと
鶏肉のサラダ）　・コーヒー
・みかん

・芋と大根の味噌汁　・おにぎ
りセット（・たらこおにぎり　・鮭
おにぎり　・アスパラベーコン
巻　・南瓜ミルク煮）　・お祝い
セット（うさぎミニ大福　・花豆
・大根醤油漬

・お雑煮汁　・ゆかりご飯
・盛り合わせ（・厚焼き卵
・千枚漬

・コンソメスープ　・ハッ
シュドビーフ　・ポテトサ
ラダ　・福神漬け　・地竹
ピクルス　・福神漬

・かしわそば　・わらび
の三杯酢　・南瓜の茶

巾

・焼き立てパン　・スープカ
レー（・鶏肉　・南瓜　・ピー
マン　・本しめじ　・茄子　・
ゆで卵）　・生ハムと大根
のサラダ　・コーヒー

夕

・ご飯　・番茶　・切りたんぽ鍋
・小盛り合わせ（・ボイルえび
・レタス　・コーンコロッケ　・伊
達巻　・板かま）　・大根なます
・味付かずのこ　・白菜粕漬

・あさり炊き込みご飯　・清
汁　・盛り合わせ（・ささみ
野菜巻き　・レタス　・昆布
巻き　・苺）　・海老チリ　・
うどの味噌煮　・紅生姜　・
ミニケーキ

・ご飯　・ホッケすり身と
大根の味噌汁　・鮭の
マリネ風　・ゆり根と黒
豆の白和え　・数の子
・大根粕漬

・お雑煮汁　・ゆかりご飯
・盛り合わせ（・厚焼き卵
・千枚漬　・豚ヒレマリネ　・
ロースハム）　・梅漬

・ご飯　・豆腐とふのりの味
噌汁　・天ぷら（・チカ　・南
瓜　・本しめじ　・ピーマン）
・小松菜の胡麻和え　・沢
庵　・白花煮豆

・ご飯　・豆腐とみつ葉の
味噌汁　・タンドリーチキ
ン・生野菜　・トマト　・イン
ゲンの炒め煮　・三色煮豆
・梅漬　・キムチ

ご飯　・人参と花麩の味噌
汁　・鱈のホイル焼き　・里
芋のシーチキン炒め　・味
付数の子　・ヤーコン粕漬

9 10 11 12 13 14 15

朝

・ご飯　・しめじと豆腐の味
噌汁　・牛乳　・はんぺん
チーズサンド（・温野菜　・
トマト）　・わらび和え物　・
大根梅汁漬

・ご飯　・卵と万能ねぎの
味噌汁　・牛乳　・鯖水煮
の山かけ　・ほうれん草と
オホーツクの磯和え　・り
んご　・香の物

・ご飯　・ほうれん草としめ
じの味噌汁　・牛乳　・キャ
ベツのマフラー煮　・納豆
しらす入り　・大根粕漬　・
みかん

・ご飯　・キャベツと油あげ
の味噌汁　・牛乳　焼き魚
（・大根おろし　・みかん）
・伊達巻とごぼうの煮物　・
香の物　・手作りふりかけ

・ご飯　・豆腐と椎茸の味
噌汁　・牛乳　・盛り合わせ
（・チーズ入りオムレツ　・
生野菜　・みかん）　・れん
こんの煮煮　・かぶの一夜
漬

・ご飯　・豆腐と椎茸の味
噌汁　・牛乳　・煮物（・ラン
チがんも　・大根　・人参
・ふき　・味付椎茸）　・温
泉卵　・小松菜のお浸し　・
一夜漬

・ご飯　・南瓜とふのり
の味噌汁　・盛り合わせ
（・炭火焼鳥　・温野菜
・トマト）　・ふきの煮物
・べったら漬

昼
・春雨スープ　・焼きそ
ば　・紅生姜　・杏仁豆
腐

・焼きたてパン　・南瓜
のポタージュ　・生ハム
サラダ　・コーヒー　・牛
乳

休

・鴨うどん　・〆鯖の
押し寿司　・なます　・
酢生姜

・はるさめスープ　・炊
き込みえびピラフ　・
盛り合わせサラダ　・
らっきょ

・タコ天そば　・大根と
鶏ささみの柚子酢味
噌　・牛乳プリン

・野菜スープ　・ナポリ
タンスパゲティー　・
ゆり根のサラダ　・み
かん　・コーヒー

夕

・ご飯　・南瓜と椎茸の味
噌汁　・盛り合わせ（・鶏ザ
ンギ　・生野菜　・トマト）　・
キャベツのたらこ和え　・白
花煮豆　・香の物

・わかめご飯　・大根と
えびすり身の味噌汁　・
手作り焼き餃子　・中華
風サラダ　・なます　・一
夜漬

・ご飯　・赤だし味噌汁　・
お刺身盛り合わせ（・えび
・サーモン　・いか）　・芋茎
の炒め煮　・一夜漬　・一
口しるこ

・ご飯　・イカすり身とみつ
葉の清汁　・ささ身の味噌
サンド（・生野菜　・奴豆腐
・南蛮味噌　・玄米漬　・さ
つま芋甘煮

・ご飯　・ラーメン汁　・
鯖の味噌煮　・豚シャ
ブサラダ　・大根梅汁
漬

・ご飯　・大根と本しめじの
味噌汁　・盛り合わせ（・手
作り南瓜コロッケ　・生野
菜　・トマト）　・スパサラダ
・胡瓜醤油漬　・昆布巻き

・ご飯　・大根と人参の味
噌汁　・干魚の焼き物（・大
根おろし　・トマト）　・切干
大根の炒め煮　・胡瓜と白
菜の粕漬

16 17 18 19 20 21 22

朝

・ご飯　・本しめじとがんも
の味噌汁　・牛乳　・さんま
蒲焼　・ほうれん草とちくわ
の梅肉和え　・とろろ芋　・
てっぽう漬

・ご飯　・白菜と椎茸の味
噌汁　・牛乳　・盛り合わせ
（・ベーコンエック　・生野
菜　・トマト）　・ロブスター
カリー　・香の物

・ご飯　・南瓜と玉葱の
味噌汁　・牛乳　・豚肉
の野菜ソテー　・卵豆腐
のあんかけ　・レンコン
甘酢漬　・バナナ

・ご飯　・白菜と油あげの
味噌汁　・牛乳　・焼き物
（・ハムステーキ　・生野菜
・りんご）　・ひじきの炒め
煮　・香の物

・ご飯　・キャベツと卵の味
噌汁　・牛乳　・煮物　・納
豆しらす入り　・香の物　・
フルーツヨーグルト（・柿　・
キウイ　・苺）

・ご飯　・キャベツと油あげ
の味噌汁　・牛乳　・伊東
の天ぷら（大根おろし　・ト
マト）　・キャベツ小松菜の
とびっ子和え　・オクラ胡麻
和え ・大根味噌漬

・ご飯　・しじみと大根の
味噌汁　・野菜入りオム
レツ（・生野菜　・トマト）
・大根のきんぴら　・茄
子漬

昼

・ご飯　・南瓜とふのり
の味噌汁　・親子丼　・
白菜のお浸し　・大根味
噌漬　・人参ゼリーヨー
グルトかけ

・焼きたてパン（・プチ豚肉
包　・お米ロール　・ミニデ
ニッシュ　・あんドーナツ）
・ミネストローネ　・キャラメ
ルプリン　・コーヒー　・牛
乳

・焼きおにぎり茶漬け　・
小盛り合わせ（・南瓜コ
ロッケ　・レタス　・わら
び和え物　・みかん）　・

茄子漬

・豚肉ときのこのうど
ん　・巻き寿司　・鰹
のタタキと生野菜

・オニオンスープ　・北
湘南レストランオムレツ
・スモークサーモンサラ
ダ　・福神漬　・地たけピ
クルス

・月見そば　・チジミ
・マンゴーヨーグルト

・焼き立てパン　・ニンニ
クスープ　・トマトとク
リームチーズのサラダ
・コーヒー　・牛乳

夕

・五穀米　・三平汁　・盛
り合わせ（・手羽餃子　・
生野菜　・枝豆）　・豆腐
のかき油炒め　・べった
ら漬

・ご飯　大根と落葉の
味噌汁　・煮魚（・里
芋）　・マカロニサラダ
・香の物

・ご飯　・豆腐とわかめ
の味噌汁　・牛丼　・フ
ルーツサラダ　・白菜煮
浸し

・ご飯　・きのこと油あげの
味噌汁　・盛り合わせ（・魚
フライ　・生野菜　・トマト）
・長ネギとサーモンのヌタ
・ミックス漬　・大根と鰊の
煮物

・ご飯　・芋と海藻の味噌
汁　・豚ロースカレー風味
焼き（・生野菜　・フライドポ
テト）　・ビーフン炒め　・た
くあん

・ご飯　・すり身と芋の
味噌汁　・焼き魚（・大根
おろし・トマト）　・キャベ
ツとベーコンの煮物　・
豚ヒレマリネ　・たくあん

・ご飯　・大根とちくわ
の味噌汁　・うなぎの
柳川　・ナムル　・鰊
甘煮　・キムチ漬

23 24 25 26 27 28 29

朝

・ご飯　・豆腐と絹さや
の味噌汁　・野菜と焼き
ちくわの炒め物　・温泉
卵　・オクラ胡麻和え　・
茄子漬

・ご飯　・南瓜だんごとブナ
ピーの味噌汁　・はんぺん
バター醤油味（・アスパラ
缶　・カーネルコーンソ
テー）　・塩辛大根おろし添
え　・キムチ

・ご飯　・牡蠣と豆腐の
味噌汁　・牛乳　・山菜
の炒め煮　・納豆のオク
ラ入り　・一夜漬　（・バ
ナナ　・苺　・キウイ）

・ご飯　・きのこと油あげ
の味噌汁　・牛乳　・焼
き魚（・大根おろし　・み
かん）　・焼そば炒め
ピリ辛胡瓜

・ご飯　・南瓜だんごと三つ
葉の味噌汁　・盛り合わせ
（・ひじき入りオムレツ　・生
野菜　・オクラ胡麻和え）・
長芋の酢醤油和え　キム
チ

・ご飯　・白菜とブナピーの
味噌汁　・牛乳　・煮物（・
ロールキャベツ　・大根　・
人参　・厚あげ）　・生卵　・
ヤーコン粕漬　・たくあん

・ご飯　・南瓜ととろろ昆布
の味噌汁　・牛乳　・焼き
魚（ホッケ・白菜お浸し・み
かん）　・高野豆腐のオラ
ンダ煮　・茄子漬　・小女子
佃煮

昼
・豚骨ラーメン（醤油
味）　・いなり寿司　・
酢生姜

・サンドウイッチ　・牡蠣
のチャウダー　・もやし
の辛子醤油和え　・コー
ヒー　・牛乳

休

・にゅう麺　・鮭の菜の
花寿司　・ゆかりご飯　・
白玉南瓜だんご・白菜
粕漬

・白菜とわかめのスープ
・鮭のチャーハン醤油味
・コールスローサラダ　・福
神漬

・トン汁うどん　・鱈のあん
かけ　・牛乳きなこくず餅

・オニオンスープ　・和
風スパゲッティー　・か
ら揚げサラダ　・マン
ゴーヨーグルトかけ

夕

・わかめご飯　・かにす
り身とほうれん草の味
噌汁　・焼き魚（大根お
ろし　・黒豆）　・肉じゃ
が　・たくあん

・ご飯　・芋だんごとワカメ
の味噌汁　・盛り合わせ（・
豚ヒレチーズサンド　・生
野菜　・オレンジ）　・白菜
と小松菜のなめたけ和え
・3色きんぴら　・かぶ粕漬

・ご飯　・ポークカレー
・盛り合わせサラダ　・
福神漬　・らっきょ　・フ
ルーツ寄せ（・Ｇフルー
ツ　・苺　・桃缶）

・ご飯　・芋のこ汁　・盛り
合わせ（・鶏からあげ　・レ
タス　・オレンジ　・味付か
ずのこ）　・小松菜と焼ちく
のピーナツ和え　・胡瓜粕
漬

・ご飯　・大根と岩のりの味
噌汁　・チカのマリネ風　・
ささ身とほうれん草の胡麻
和え　・黒豆　・べったら漬

・ご飯　・焼き豆腐とわかめの
味噌汁　・煮込みおでん　・南
瓜サラダ　・えびわさび　・沢庵
・白菜漬

・ご飯　・白菜と南瓜だんご
の味噌汁　・つけ焼き（・甘
酢大根　・トマト）　・里芋と
こんにゃくのそぼろ煮　・レ
タスの和え物　・大根漬

30 31

朝

・ご飯　・椎茸と生海苔の
味噌汁　・牛乳　・カニ玉あ
んかけ（・生野菜　・トマト）
・ロブスターカリー　・胡瓜
浅漬

・ご飯　・エリンギとふの
りの味噌汁　・牛乳　・
炊き合わせ　・だし巻き
卵（・トマト）　・白菜のお
浸し　・一夜漬

昼

・ゆり根と油あげの味噌
汁　・鶏塩ネギ丼　・ホッ
キめかぶ小松菜和え　・
べったら漬

焼き立てパン（・南瓜パン　・豆
パン　・チョコチップツイスト）
・ベジタブルスープ　・盛り合わ
せ（・ポテトサラダ　・半熟玉子
・ロースハム）　・コーヒー

夕

・ご飯　・番茶　・うどん
すき鍋　・〆鯖とじゅん
菜の酢物　・ポテトグラ
タン　・たくあん

・ご飯　・いかすり身と白菜
の味噌汁　・焼き魚（・大根
おろし　・キウイ）　・マー
ボー豆腐　・手作りふりか
け　・かつお沢庵

グランデージ北湘南 『安心ハウス』　　平成２３年　１月　献立表


