
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝

・ご飯　・豆腐と椎茸の味
噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（プレーンオムレツ　生
野菜　オレンジ）　・３色き
んぴら　・たくあん　・ひじ
き煮

・ご飯　・大根と焼ちくの味
噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（伊東の天ぷら　大根お
ろし　トマト）　・洋風炒め
煮　・一夜漬　・ふりかけ

昼
・山菜山かけそば　・
イタリアンサラダ　・
アップルパイ

・スープカレー　・焼き立て
パン　・トマトとクリーム
チーズのサラダ　・飲み物
（コーヒー　・牛乳）

夕

・ご飯　・地ふきと油あげ
の味噌汁　・チキン幽庵焼
き　・生野菜　・トマト　・イ
ンゲン炒め煮　・ワカメと
白菜ん０粕漬　・煮豆

・ご飯　・白菜と椎茸の味
噌汁　・ホイル焼　（鯖　玉
葱　椎茸　ピーマン　・えの
き）　・豆腐の卵とじ　・ふ
きのとう味噌　・ヤーコン
漬

3 4 5 6 7 8 9

朝

・ご飯　・しめじとがんもの味
噌汁　・牛乳　・盛り合わせ（・
はんぺんチーズサンド　・生
野菜　・りんご　・バナナ）　・
切干大根の炒め煮　・べった
ら漬

・ご飯　・芋と卵の味噌汁
・牛乳　・鯖水煮の山かけ
・ほうれん草の磯和え　・
ヤーコン梅漬　・りんごワ
イン漬　・バナナ

・ご飯　・白菜と高野豆腐
の味噌汁　・牛乳　・キャベ
ツのマフラー煮　・納豆（・
しらす　・長ネギ）　・ヤーコ
ン漬　・リンゴ

・ご飯　・玉葱と地海苔の
味噌汁　・牛乳　・焼き魚
（・大根おろし　・苺）　・高
野豆腐の卵とじ　・ピリ辛
茄子漬

・ご飯　・エリンギと生ワカ
メの味噌汁　・牛乳　・盛り
合わせ（・シーチキンオム
レツ　・生野菜　・トマト）　・
こごみの炒め煮　・かぶ一
夜漬 ・煮豆

・ご飯　・厚あげとワカメの
味噌汁　・牛乳　・煮物（・
大根　・人参　・ふき　・ミニ
春雨巾着　・天ぷら）　・温
泉卵　・たらこ　・かぶ一夜
漬

・ご飯　・豆腐と椎茸の味
噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（・シューマイ　・豚肉や
わらか煮　・生野菜　・トマ
ト）　・こごみ炒め煮　・大
根南瓜漬 ・塩辛

昼

・ほうれん草の卵
スープ　・あんかけ焼
きそば　・紅生姜　・
ホットケーキフルーツ
かけ

・焼きたてパン（・南瓜パン　・
ツイストドーナツ　・キウイ
マーマレードサンド）　・　・ほう
れん草のポタージュ　・マカロ
ニサラダ　・飲み物（コーヒー
牛乳）

休

・黒豆入りお粥　・盛り
合わせ（・鱈カレー風味
焼　・お浸し　・ロール
キャベツ）　・煮物　・一
夜漬

・ささみとセロリのスープ
・炊き込みピラフ　・アサリ
ときのこのサラダ　・福神
漬

・タコ天蕎麦　・鶏ささみ
ともやしのポン酢和え
・やわらか杏仁寄せ

・ナポリタン　・ウイン
ナーとしめじのサラダ
・抹茶ゼリー

夕

・ご飯　・小松菜とワカメの
味噌汁　・・盛り合わせ（・
鶏肉の甘辛ソースかけ　・
生野菜　・フライドポテト）
・大根と鰊の煮物　・青菜
めんみ漬

・ご飯　・大根と人参の味
噌汁　・えび入り大シュー
マイ（・トマト）　・中華風サ
ラダ　・ピリ辛胡瓜　・ひじ
き煮

・ご飯　・豆腐となめこの赤
だし味噌汁　・さしみ盛り
合わせ（・そい・まぐろ　・い
か　・二十日大根）　・芋茎
の炒め煮　・じゅん菜と菊
の酢物　・大根味噌漬

・ご飯　・芋と生ワカメの味
噌汁　・盛り合わせ（・とり
ササミの味噌サンド・生野
菜　・パイン缶）　・豆腐の
かき油炒め　・白菜粕漬
・ひじき煮

・ご飯　・そば汁　・鯖の味
噌煮　・豚シャブサラダ　・
南瓜大根漬　・バナナヨー
グルト

・赤貝炊き込みご飯　・芋
だんごとワカメの味噌汁
・揚げ豆腐のきのこソース
かけ　・マカロニサラダ　・
茄子とカブ漬　・二十日カ
ブと菊の酢物

・ご飯　・芋とワカメの味噌
汁　・干魚（・大根おろし　・
ハムとチーズのくるくる巻
き）　・ラーメンサラダ　・黒
煮豆　・たくあん

10 11 12 13 14 15 16

朝

・ご飯　・しめじと白菜の味
噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（・サンマの蒲焼　・ほう
れん草のなめたけ和え　・
トマト）　・とろろ芋　・大根
味噌漬

・ご飯　・椎茸とワカメの味
噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（・ハムエック　・生野菜
・キウイ）　・筍かつお煮　・
ピリ辛茄子

・ご飯　・芋とほうれん
草の味噌汁　・牛乳　・
豚肉と野菜ソテー　・卵
豆腐あんかけ　・白菜
粕漬　・りんごヨーグル
ト

・ご飯　・三つ葉と椎茸の
味噌汁　・牛乳　・焼き物
（・ハムステーキ　・生野菜
・りんご）　・帆立と野菜の
炒め煮　・一夜漬　・ふり
かけ

・ご飯　・白菜とはんぺん
の味噌汁　・牛乳　・煮物
（・ランチがんも　・人参　・
里芋　・ふき　・味付椎茸）
・しらす入り納豆　・一夜漬
・バナナ

・ご飯　・大根とほうれん草
の味噌汁　・牛乳　・盛り
合わせ（・伊東の天ぷら　・
大根おろし　・りんごヨーグ
ルト）　・ホッキもずく和え
・大根南瓜漬　・ふりかけ

・ご飯　・大根菜と本しめじ
の味噌汁　・牛乳　・盛り
合わせ（・野菜入りオムレ
ツ　・生野菜）　・うど味噌
煮　・茄子漬　・海苔佃煮

昼

・ほうれん草と地のりの
味噌汁　・うな玉丼　・カ
ブの葉のお浸し　・大根
１本漬　・胡瓜ピリ辛漬

・焼きたてパン（・ガーリッ
クパン　・シューガードーナ
ツ　・いかバーガー　・卵サ
ンド）　・ミネストローネ　・
フルーツゼリー　・飲み物
（・コーヒー　・牛乳）

・鮭雑炊　・盛り合わせ（・
味付卵　・生野菜　・オレン
ジ　・海老チリ）　・大根味

噌漬

・豚肉ときのこのうどん　・
ミニ寿司　・白菜の煮浸し
・酢生姜

・和風スープ　・北湘南レ
ストランオムレツ　・生ハム
サラダ　・福神漬

・かけ蕎麦　・たこ焼　・
ほうれん草お浸し

・ベーコンスープ　・焼き立
てパン（・シフォンケーキ
・ホイップクリームパン　・
シナモンアップル　・クリー
ムデニッシュ）　・ザンギ入
りサラダ ・飲み物（・コー

夕

・五穀米　　・三平汁　・盛
り合わせ（・コーンクリーム
コロッケ　・生野菜　・オレ
ンジ）　・ニラと玉葱の卵と
じ　・大根南瓜漬　・えびわ
さび

・ご飯　・ほうれん草ととろ
ろ昆布のみそ汁　・煮魚（・
赤魚　・ピーマン）　・ポテト
サラダ　・ヤーコン漬　・海
苔佃煮

・ご飯　・ワカメと芋の味噌
汁　・ジンギスカン　・フ
ルーツサラダ　・白菜キム
チ漬

・ご飯　・ふきと筍の味噌
汁　・盛り合わせ（・魚フラ
イ　・生野菜　・キウイ）　・
〆鯖酢味噌　・根わさび粕
和え　・白菜粕漬

・ご飯　・キャベツと油あげ
の味噌汁　・盛り合わせ（・
豚ロースカレー風味　・生
野菜　・フライドポテト）　・
ビーフン炒め煮　・大根甘
酢 ・海苔佃煮

・ご飯　・芋とワカメの味噌
汁　・焼き魚（・大根おろし
・オレンジ）　・炒り豆腐　・
オーシャンサラダ　・べっ
たら漬

・ご飯　・豆腐と岩のりの
味噌汁　・牛すき柳川　・
ほうれん草とえのきのナ
ムル　・大根南瓜漬　・ひじ
き煮

17 18 19 20 21 22 23

朝

・お粥　・えびすり身と大根
の味噌汁　・牛乳　・焼き
物（・骨なしさわら　・大根
おろし　・えびわさび）　・
ソーセージのソテー　・白
菜一夜漬

・ご飯　・ブナピーと青菜の
味噌汁　・盛り合わせ（・は
んぺんバター醤油　・アス
パラ缶　・カーネルコーン
・ウインナー）　・ひじき煮
・なら漬　・苺

・ご飯　・地海苔とキャベツ
の味噌汁　・牛乳　・筍煮
物　・納豆（・オクラ　・長
葱）　・茄子漬　・りんご

・ご飯　・本しめじと大根の
味噌汁　・牛乳　・焼き魚
（・大根おろし　・パイン）
・春雨とピーマンの炒め煮
・大根醤油漬

・ご飯　・生ワカメとしめじ
の味噌汁　・牛乳　・盛り
合わせ（・ひじき入りオム
レツ　・生野菜　・オーシャ
ンサラダ）　・長芋の梅み
そかけ ・胡瓜漬

・ご飯　・キャベツと油あげ
の味噌汁　・牛乳　・煮物
（・春雨巾着　・大根　・人
参　・芋　・味付椎茸　・イ
ンゲン）　・生卵　・白菜粕
漬　・バナナヨーグルト

・ご飯　・ごぼうと油あげの
味噌汁　・牛乳　・焼き物
（・ほっけ　・ほうれん草お
浸し　・みかん）　・高野豆
腐オランダ煮　・ふきのとう
味噌

昼
・豚骨醤油ラーメン
・いなり寿司　・酢生
姜

・焼き立てパン（・サンド
ウィッチ　・苺ドーナツ　・
卵サンド　・カレー包）　・カ
レーシチュー　・大根サラ
ダ　・飲み物（・コーヒー　・
牛乳）

休

・にゅう麺　・一口おに
ぎり　・りんごワイン煮
ヨーグルトかけ　・白菜
粕　・ピリ辛胡瓜漬

・ワカメスープ　・炊き豚
チャーハン　・トマトと豆
腐のサラダ　・福神漬

・トン汁きし麺入り　・越冬
大根の煮物　・苺大福

・和風スパゲティ　・
キャベツスープ　・大
根とえびのサラダ　・
抹茶牛乳プリン

夕

・ご飯　・白菜と油あげの
味噌汁　・盛り合わせ（・ヒ
レカツ　・生野菜　・トマト）
・ほうれん草のなめたけ和
え　・ピリ辛胡瓜漬

・ワカメご飯　・大根と椎茸
の味噌汁　・焼き魚（大根
おろし　・オレンジ）　・肉
じゃが（醤油味）　・べった
ら漬

・ご飯　・ポークカレー
・盛り合わせサラダ
・福神漬　・らっきょ
・やわらか杏仁みか
ん入り

・ご飯　・さつま汁 　・盛り
合わせ（・南瓜コロッケ　・
生野菜　・トマト　・アスパ
ラ）　・ほうれん草サラダ
・大根南瓜漬　・なら漬

・ご飯　・ニラと高野豆腐の
味噌汁　・チカのマリネ風
・胡瓜とキャベツのとびっ
子和え　・黒豆　・鰹沢庵

・ご飯　・大根と人参の味
噌汁　・煮込みおでん（・大
根　・こんにゃく　・手羽先
・天ぷら　・ふき）　・ホッキ
とポテトのサラダ　・沢庵
・煮豆

・ご飯　・ニラと卵の味噌汁
・魚照り煮(・甘酢大根　・
オレンジ）　・里芋とこん
にゃくのそぼろ煮　・大根
漬　・ほうれん草お浸し

24 25 26 27 28 29 30

朝

・ご飯　・大根と人参の味
噌汁　・牛乳　・かに玉あ
んかけ盛合わせ（・生野菜
・オレンジ）　・えびわさび
・白菜新漬

・ご飯　・南瓜だんごと春
菊の味噌汁　・牛乳　・田
舎風炊き合わせ　・だし巻
き卵　・ほうれん草お浸し
・一夜漬　・花煮豆　・オレ
ンジ

・ご飯　・ほうれん草と油あ
げの味噌汁　・牛乳　・焼
き物（・角ハム　・温野菜
・トマト）　・豚レバーかりん
と揚げ　・一夜漬　・昆布
佃煮

・ご飯　・豆腐とふのりの
味噌汁　・牛乳　・スペイン
風オムレツ　・生野菜　・バ
ナナとりんごヨーグルト）
・白菜お浸し　・白菜粕漬
・ふりかけ

・ご飯　・しめじと油あげの
味噌汁　・牛乳　湯豆腐
セット　・豚ヒレマリネ　・大
根味噌漬　・ヨーグルトフ
ルーツソースかけ

・ご飯　・豆腐とえびすり身の
味噌汁　・牛乳　・盛り合わせ
（・プレーンオムレツ　・生野菜
・りんご）　・きんぴらごぼう　・
胡瓜漬　・ふりかけ

・ご飯　・大根と油あげの
味噌汁　・牛乳　・盛り合
わせ（・伊東の天ぷら　・大
根おろし　・キウイ）　・ふき
とこんにゃくの炒め煮　・
胡瓜漬 ・栗渋皮煮と花豆

昼

・南瓜だんごとみつ葉
の味噌汁　・炭火焼き
鳥丼　・野菜ソテー　・
ワカメ茎味噌漬　・白菜
新漬

・焼きたてパン（・南瓜パン
・天かまロール　・あんぱ
ん）　・根野菜たっぷりベジ
タブルスープ　　・春野菜
サラダ　・飲み物（コーヒー
牛乳）

・本しめじと大根の味噌
汁　・おにぎりセット（・ヒ
レ肉のピカタ焼き　・生
野菜　・ほうれん草お浸
し　・トマト）　・アロエ入

りフル ツ

・粕汁　・盛り合わせ（・ゆ
かりご飯　・クリームコロッ
ケ　・板かま　・Ｗアスパラ
・りんご）　・行者ニンニク
の卵とじ

・野菜スープ　・ハッシュド
ビーフ　・野菜サラダ　・福
神漬　・らっきよ

・鰊そば　・ヒレ肉のマリネ
・よもぎ蒸しパン

・スープカレー　・焼き立て
パン（・パイデニッシュ　・
ごまクロワッサン　・さつま
芋パン　・チョコチップ）　・
生ハムサラダ　飲み物（・
コーヒー ・牛乳）

夕

・ご飯　・番茶　・うどん
すき鍋　・山菜味噌煮
・行者ニンニク醤油漬
・もずく酢

・清汁　・うどの散らし寿司
・含め煮（・春竹の子　・魚
河岸揚　・ふき　・味付椎
茸）　・マカロニグラタン　・
抹茶ケーキ

・ご飯　・オニオンスープ　・盛
り合わせ（・煮込みハンバー
グ　・人参グラッセ　・ブロッコ
リー　・カーネルコーン）　・春
雨サラダ　・べったら漬　・うど
きんぴら

・ご飯　・白菜とかにすり身
の子の味噌汁　・煮魚（・し
しとう）　・ジャーマンポテト
サラダ　・沢庵　・ひじき煮

・ご飯　・エリンギと大根の
味噌汁　・天ぷら盛り合わ
せ（・尾付えび　・さつま芋
・茄子　・本しめじ　大根お
ろし）　・人参の白和え　・
大根漬 ・昆布やわらか煮

・ご飯　・エリンギとこごみ
の味噌汁　・タンドリーチ
キン（・生野菜　・オレン
ジ）　・インゲンの香味炒
め　・手作り福神漬　・オー
シャンサラダ

・ご飯　・しめじと茄子の味
噌汁　・ホイル焼　(・鯖　・
えのき　・椎茸　・ピーマ
ン）　・豆腐の卵とじ　・大
根味噌漬　・胡瓜粕漬　・
ひじき煮
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