
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 6

朝
ご飯・味噌汁・南瓜煮・ほ
うれん草のなめ茸和え・
焼売

ご飯・味噌汁・納豆・山菜
の炒め煮・さつま芋甘煮・
梅干

ご飯・味噌汁･野菜炒め・
焼ほっけ・煮豆

ご飯・味噌汁・南瓜煮・ひ
じきの油炒め・竹輪サラ
ダ・白菜蒸し

ご飯・味噌汁・焼鮭・小松
菜と油揚げの煮びたし・
紫蘇の実入納豆

ご飯・コンソメスープ・スク
ランブルエッグ・さつま芋
の甘露煮・ウインナー・ゼ
リー

昼

きのこそうめん・鮭わかめ
おみぎり・里芋と天かまの
煮物・ワカメと胡瓜の酢の
物・紅じゃこ

豚丼・味噌汁・わかめとオ
ホーツクの酢の物・メンマ
と鶏肉のごま油和え・胡
瓜の漬物

キーマカレー・オニオン
スープ・大根サラダ・山菜
の煮物

天丼（さつま芋・かき揚
げ）・味噌汁・白菜とがご
め昆布の和え物・べった
ら漬

カレーうどん・えのき茸と
ワカメの酢の物・南瓜の
甘煮洋梨とみかん

ご飯・春雨と白菜のスー
プ・きのこの和風ハン
バーグ・マッシュポテトとミ
ニトマト・みかんとキウイ

夕
ご飯・味噌汁・鶏肉の唐
揚げ・おでん・ポテトサラ
ダ

ご飯・味噌汁・鮭フライ（タ
ルタルソース添）・ジャー
マンポテト・みかんと洋梨

ご飯・味噌汁･ピカタ（ブ
ロッコリー添）・玉ねぎとし
めじのホワイトソース煮

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・ほうれん草の胡麻
和え・ポテトサラダ

ご飯・水餃子・焼ほっけ・
南瓜煮・うま煮

ご飯・ポトフ・鶏のから揚
げ・キャベツのコールス
ローサラダ・黄桃
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朝
ご飯・味噌汁・塩鯖焼・茄
子とピーマンと人参の味
噌炒め・梅肉入納豆

つぼ鯛の炊込ご飯・味噌
汁・ポテトサラダ・南瓜の
そぼろあんかけ

ご飯・すり身汁・ひじき入
豆腐・天ぷらと里芋の煮
物・たらこ

栗ご飯・味噌汁・焼ほっ
け・胡瓜と水菜とはんぺ
んのトビッコサラダ

ご飯・味噌汁・南瓜煮・生
ハムサラダ・しめじ焼

鮭の混ぜご飯・味噌汁・
ジャーマンポテト・カニと
生ハムのサラダ・南瓜煮

しらすご飯・味噌汁・里芋
のそぼろあんかけ・中華
サラダ・うさちゃんりんご

昼
カツ丼・味噌汁・ほうれん
草の胡麻和え・たくあん

キーマカレー・コンソメ
スープ・マカロニのトマト
炒め・みかんとキウイ入リ
ンゴゼリー

帆立のかき揚げそば・メ
ンマと鶏肉のナムル・杏
仁豆腐・煮豆

ご飯・シーフードシ
チュー・豚の生姜焼き・マ
カロニサラダ・たくあん

シーフード炒飯・きのこ
スープ・トマトとブロッコ
リーのドレッシング和え・
里芋の煮物・バナナとオ
レンジのゼリー

そうめん・梅紫蘇おにぎ
り・煮豆・ワカメと胡瓜の
酢の物・杏仁フルーツ

カレーライス・玉子スー
プ・ポテトサラダ・もつ煮
込み・フルーツポンチ

夕

まぐろとサーモンの漬丼・
おすい物・鱈の野菜あん
かけ・大根とハムのサラ
ダ

松茸ご飯・豚汁・ほうれん
草のトビッコ和え・春雨と
玉子の中華風炒め

すき焼き丼・味噌汁・サラ
ダうどん・なます

中華丼・味噌汁・はんぺ
んの和風サラダ・ニラ玉

ご飯・味噌汁・天ぷら（鱈・
さつま芋・オホーツク）・胡
瓜と中華くらげの和え物・
ラーメンサラダ

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ンの唐揚げ・バンバン
ジー・ふきと山菜の煮物

ご飯・味噌汁・ロール白
菜・春雨の中華風・長芋
の梅肉和え・煮りんご
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朝

栗ご飯・きのこ汁・切干大
根の子和え・胡瓜と竹輪
のピリ辛和え・かつお昆
布・ぶどう

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・ほうれん草の胡
麻和え・金時豆

ご飯・味噌汁・白菜とすり
身醤油あんかけ・焼紅
鮭・いんげんの胡麻和え

ご飯・味噌汁・南瓜煮・か
に玉・竹輪サラダ

ご飯・味噌汁・茄子とベー
コンの炒め物・胡瓜の浅
漬け・おふくろ煮

ご飯・味噌汁・納豆・煮大
根のねぎと海老のあんか
け・だし巻き玉子

ご飯・味噌汁・ふり塩つぼ
鯛焼・小松菜と舞茸の煮
浸し・胡瓜とらっきょうの
酢の物・海苔の佃煮

昼
梅紫蘇おにぎり・焼そば・
水餃子スープ・えのき茸と
胡瓜の酢の物

親子丼・味噌汁・白菜の
梅肉和え・たくあん・バナ
ナと黄桃

ミートボール入カレーライ
ス・春雨サラダ・玉子スー
プ

天ぷら讃岐うどん・長芋と
胡瓜の酢の物・焼売・煮
豆

ご飯・鮭シチュー・オムポ
テト・生ハムの春雨サラ
ダ・たくあん

ご飯・ニラ玉スープ・ハン
バーグ（ポテト添）・もやし
とハムのナムル・たくあ
ん・みかんとバナナ

カツ丼・味噌汁・胡瓜の浅
漬け・みかんとパイン

夕
チーズチキンカツ丼・すり
身汁・マカロニサラダ・り
んごとバナナ入ゼリー

ご飯・豚汁・小松菜と油揚
げの煮びたし・ほっけみり
ん焼・スパゲティサラダ

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ンの唐揚げ

マグロとサーモンの漬丼・
味噌汁・レタスとオホーツ
クのサラダ・茄子とピーマ
ンの味噌炒め・南瓜の甘
煮

牛丼・味噌汁・帆立と野菜
のマリネ・煮物

ご飯・味噌汁・さつま芋コ
ロッケ・ほうれん草とツナ
のなめ茸和え・ひじき煮・
柿

ご飯・味噌汁・鮭と野菜の
バター焼・豚キムチ・ほう
れん草の胡麻和え
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朝
ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
カルボナーラペンネ・なま
酢

ご飯・味噌汁・南瓜煮・マ
カロニサラダ・エリンギ
焼・パインヨーグルト

ご飯・味噌汁・ひじきの巾
着煮・子和え・帆立とねぎ
の酢味噌和え

ご飯・味噌汁・焼塩鯖・南
瓜煮・白菜とツナのポン
酢和え・バナナヨーグルト

生姜ご飯・味噌汁・煮玉
子・胡瓜とオホーツクのド
レッシング和え・茎ワカメ
の紫蘇和え・柿と桃の牛
乳ゼリー

ご飯・味噌汁・ほうれん草
のお浸し・焼ほっけ・南瓜
煮

ご飯・味噌汁・大根煮・
ベーコン巻・シーチキンサ
ラダ・桃ヨーグルト

昼
うどん・青菜入おにぎり・
大根サラダ・フルーツカク
テル・煮豆

ハヤシライス・春雨スー
プ・マッシュポテト・キャベ
ツとオホーツクと塩昆布
の梅肉和え・杏仁豆腐

ご飯・コンソメスープ・餃
子（ミニトマト添）・南瓜サ
ラダ・ほうれん草のシーチ
キン和え・たくあん

カレーライス・コンソメスー
プ・ハムサラダ・桃入オレ
ンジゼリー

牛丼・味噌汁・角切りポテ
トサラダ・小松菜と山芋の
梅肉和え・たくあん

ご飯・玉子スープ・唐揚
げ・ポテトサラダ・柿

ご飯・シチュー・すき焼き・
たくあん・フルーツ

夕

豚汁・鶏ひき肉とピーマン
のケチャップ煮こみ・鮭・
ねぎときのこのみぞれ和
え

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ・さつま芋の天ぷら・白
滝のサラダ

ご飯・玉子スープ・ハン
バーグ・ポテトサラダ・き
のことウインナーのバ
ターソテー

秋刀魚の蒲焼丼・味噌
汁・もやしの中華風炒め・
たらこスパ（ブロッコリー
添）

ご飯・味噌汁・鶏の照焼
き・大和芋の梅肉和え・茄
子の炒め物・ささぎの胡
麻和え

天丼（茄子・ピーマン・茄
子・さつま芋）・味噌汁・春
雨サラダ・梨とゼリーの和
え物

豚玉丼・味噌汁・胡瓜とワ
カメの酢の物・きんぴらご
ぼう
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朝

ご飯・味噌汁・かすべの
天ぷら・茄子とピーマンの
味噌炒め・ハム巻ポテト・
マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・炒め納豆･
一夜干ほっけ焼・ほうれ
ん草と人参と白滝の白和
え・バナナとぶどう

鮭の炊き込みご飯・味噌
汁・かぶの海老あんか
け・ひじきの含め煮

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・え
のきと人参の玉子とじ・ポ
テトサラダ

昼
醤油野菜ラーメン・小おに
ぎり・南瓜甘煮・たくあん・
紫蘇入あんず

カレーライス・大根のスー
プ・水菜とソーセージのサ
ラダ・八朔

稲荷寿司・温そば・大根
サラダ・ゼリー

ミートスパゲティ・玉子
スープ・わさび菜サラダ・
八朔缶

夕
栗ご飯・味噌汁・煮しめ・
鶏ささみと水菜のポン酢
和え・紫蘇茎わかめ

ご飯・味噌汁・肉団子入
酢豚・茎わかめとハムの
サラダ・大根と天かまの
煮物

ご飯・玉子スープ・鶏のか
ら揚げ・水菜サラダ・南瓜
煮

豚玉丼・味噌汁・ひじきと
白滝と助子の和え煮・オ
クラとめかぶと竹輪の和
え物・煮豆
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