
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝

ご飯・味噌汁・マカロニケ
チャップ炒め・小松菜と揚
げの煮物・なめ茸おろし・
とら豆・紅じゃこ

ご飯・味噌汁･焼鮭・うま
煮・和風大根サラダ・み
かんヨーグルト

ご飯・味噌汁・焼魚・キャ
ベツと豚肉のカレー炒め・
えのきの卵とじ

昼
カレーライス・ウインナー
入スクランブルエッグ・茄
子とピーマンの味噌炒め

ご飯・味噌汁･肉じゃが・う
の花・なめ茸の大和芋和
え

ちらし寿司・そうめん汁・
おでん・帆立フライ・フ
ルーツヨーグルト

夕
ご飯・ポトフ･煮込みハン
バーグ・水菜と大根の
ベーコンサラダ

ご飯・味噌汁･白菜の挽
肉炒め・コロッケ・ほうれ
ん草とマカロニのサラダ

かき揚げ丼・味噌汁・か
に身とトマトのポン酢和
え・なめ茸おろし
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朝
ご飯・味噌汁・とろろ・さつ
ま芋煮・そうめんチャンプ
ル・カリカリ梅漬

ご飯・味噌汁・天かまの
昆布煮・南瓜煮・ミート
ボールとうずらの卵

ご飯・味噌汁・焼ししゃも・
だし巻き卵・おふくろ煮

ご飯・味噌汁・納豆・カニ
カマサラダ・椎茸焼

ご飯・味噌汁･焼紅鮭・さ
つま芋と豚挽肉の炒め
煮・バナナ

ご飯・味噌汁・筑前煮・ウ
インナー焼・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・ベーコン入
スクランブルエッグ・帆立
と竹輪の酢の物・がんも
と大根とはんぺんの煮物

昼

ご飯・ニラ玉スープ・生姜
焼・たらこスパゲティ・竹
輪と水菜サラダ・たくあ
ん・バナナと黄桃

カレー南蛮・ポテトサラ
ダ・梨のヨーグルト和え

親子丼・味噌汁・キャベツ
の梅肉和え・紫蘇の実
漬・黄桃

トマトクリームパスタ・コン
ソメスープ・千切大根の
中華クラゲ和え・ポテトサ
ラダ

牛丼・味噌汁・はんぺん
サラダ・漬物

カレーライス・ベーコンと
オニオンのクリームスー
プ・卵とハムのマカロニサ
ラダ・キウイとバナナ

舞茸の混ぜご飯・味噌
汁・ポテトサラダ・筑前煮・
フルーツヨーグルト

夕

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
白菜と茄子の味噌煮・大
根と天かまの煮物・豆腐
と大和芋のなめ茸和え

メンチカツ丼・味噌バター
スープ・大根とワカメのポ
ン酢和え・たくあん

サーモン漬丼・味噌汁・春
巻き・ブロッコリーサラダ

ご飯･味噌汁肉じゃが・ほ
うれん草とトマトのサラ
ダ・マンゴー

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・ラーメンサラダ・
煮豆

ご飯・味噌汁・目抜きの
酒かす漬焼・ブロッコリー
の卵ドレッシング和え・帆
立と青梗菜の中華風

ご飯・味噌汁・大学芋・ニ
ラと竹輪のチヂミ・豚肉の
生姜焼き
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朝

ご飯・味噌汁・手作り卵豆
腐あんかけ・茄子とピー
マンの味噌炒め・ほうれ
ん草の胡麻和え・煮豆・
たくあん

ご飯・味噌汁・焼鮭・大根
サラダ・しめじ焼

ご飯・味噌汁・鱈のムニエ
ルグリーンソース・ゆで卵
サラダ・苺あずきホイップ

ご飯・味噌汁・炒め納豆・
ささみサラダ・煮豆

ご飯・味噌汁・焼宗八カレ
イ・肉じゃが・ほうれん草
のトビッコ和え・紫蘇の実

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・南瓜煮・白菜蒸し

ご飯・味噌汁・焼鮭･大根
と天かまの煮物・ミート
ボール入スクランブル
エッグ

昼
ご飯・シチュー・ハンバー
グ・マカロニグラタン・杏
仁豆腐

海老かき揚げうどん・里
芋と牛肉の煮物・フルー
ツカクテル

シーフードカレー・ニラ玉
スープ・帆立とえのきの
酢のもの・桃缶のヨーグ
ルト和え

ジャージャー麺・中華スー
プ・ラッキョウと小松菜の
和え物・みかんと桃

天ぷらそば（海老・茄子・
ピーマン・かにかま・玉ね
ぎ・さつま芋）・ブロッコ
リーのドレッシング和え・
べったら漬

カツ丼・味噌汁・マカロニ
サラダ・紫蘇の実漬・杏
仁フルーツ

ご飯・豚汁・カレーコロッ
ケ（千切りキャベツ添）・
紫蘇の実漬・青梗菜と
ニューバーガーのソテー・
杏甘漬

夕
炊き込みご飯・味噌汁・
南瓜煮・たくあん・白菜の
酒蒸し

ご飯・味噌汁・味噌おで
ん・ほうれん草のサラダ・
きのこのバター炒め

ご飯・きのこ汁・揚げ餃
子・帆立と胡瓜とナルトの
和え物・挽肉とニラの卵と
じ

サーモンの漬丼・味噌汁・
里芋の煮物・春雨の酢の
物

ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・白菜のトビッコ
和え・コールスローサラダ

ご飯・味噌汁・水菜とはん
ぺんとハムのサラダ・まぐ
ろ漬・手羽と大根の煮物

ご飯・シチュー・ほうれん
草とささみの和え物・ワカ
メと胡瓜の酢の物・白桃
のフルーチェ
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朝
ご飯・味噌汁・焼塩鯖・水
菜ともやしのサラダ・紫蘇
の実入納豆・小町巻

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
さつま芋煮・ほうれん草と
オクラのなめ茸和え

ご飯・味噌汁・胡瓜サラ
ダ・大根煮・茄子焼・桃
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・秋刀魚とエ
リンギとキャベツの玉子と
じ・茄子とピーマンの味噌
炒め・天かまの昆布煮

ご飯・味噌汁・納豆・筑前
煮・水菜とチーズかまぼ
このサラダ

炊き込みご飯・味噌汁・
焼鮭・切干大根・昆布巻
き・たくあん

ご飯・味噌汁・鶏肉と大根
の煮物・鯖の味噌煮・ゆ
で卵サラダ

昼

温そば・焼たらこおにぎ
り・南瓜の甘煮・豆苗と竹
輪の中華炒め・苺の練乳
かけ

二色丼・味噌汁・もずくの
ラッキョウ和え・つけもの

ご飯・豚汁・和風ハンバー
グ・マカロニサラダ・たくあ
ん

稲荷寿司・お吸い物・煮
物・卵入巾着のひじきあ
んかけ

和風おろしパスタ・コンソ
メスープ・豚キムチ・胡瓜
とワカメの酢の物・フルー
ツヨーグルト

カツ丼･味噌汁・茄子焼

混ぜ込み稲荷・そうめん
汁・里芋の大学芋・茄子
とピーマンの揚げ浸し・た
くあん・桃とパインのフ
ルーチェ

夕
親子丼・味噌汁・サラダう
どん・たくあん

ご飯・味噌汁・うなぎの蒲
焼・水菜サラダ・ホイコー
ロー

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・なま酢・里芋の
胡麻和え

ご飯・味噌汁・五目揚げ
出し豆腐・春雨とニラと玉
子の中華風炒め・白菜の
お浸し

ご飯・味噌汁・豚肉の竜
田揚げ・野菜炒め・スパ
ゲティサラダ

ご飯・味噌汁・鱈とササミ
のトマト煮・ポテトサラダ・
パイン入ゆずヨーグルト

ご飯・味噌汁・白菜と豚肉
の塩あんかけ・ワカメと胡
瓜の酢の物・ほうれん草
のサラダ・なめ茸と白菜
の和え物
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朝
ご飯・味噌汁・焼鮭・おふ
くろ煮・バナナ

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンの味噌炒め・シー
ザーサラダ・南瓜煮

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
水菜と竹輪のなめ茸和
え・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・水菜とミー
トボールの炒め物・天か
まと人参と大根の煮物・
煮豆

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付・野菜炒め・なめ茸
納豆

ご飯・味噌汁・玉子豆腐・
納豆・大根と椎茸の煮
物・キャベツとベーコンの
ドレッシング和え

ご飯・味噌汁・目抜きの
西京漬け・納豆・水菜サ
ラダ

昼
ご飯・わかめスープ・ラム
のから揚げ・グラタン・も
やしの梅肉和え

牛丼・味噌汁・ワカメと春
雨の酢の物・たくあん・桃
ヨーグルト

カレーうどん・小松菜とし
らすの胡麻油和え・トロピ
カルフルーツ

ミートスパゲティ・コンソメ
スープ・ポテトサラダ・パ
インヨーグルト和え・

ご飯・味噌汁･かにクリー
ムコロッケ・たくあん・いん
げんとベーコンのソテー・
焼ほっけ・ひじきの煮物

塩野菜ラーメン・紫芋の
大学芋・もやしと小揚げ
の酢の物

クリームパスタ・白菜の紫
蘇の実和え・コンソメスー
プ

夕
親子丼･味噌汁・麻婆春
雨・野菜サラダ・ミックス
ベジタブルのチーズ煮

炊き込みピラフ・コンソメ
スープ・マカロニサラダ・
煮豆

ご飯・味噌汁・チャー
シュー・煮卵・水菜と人参
と紫蘇の実和え

ご飯・味噌汁・チキンの照
焼（キャベツ添）・人参とフ
ライドポテト・玉ねぎとワカ
メの酢の物

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・ほうれん草と人参の
白和え・ラーメンサラダ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
マカロニサラダ・黄桃

ご飯・玉子スープ・鶏のか
ら揚（水菜添）・マカロニ
サラダ・桃ヨーグルト
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