
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・味噌汁・玉子焼き・
煮豆・荒挽ウインナー・芋
と竹輪の煮物・秋刀魚の
蒲焼・牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
玉子焼き・ベーコンと小松
菜の炒め物・焼鮭・牛乳

昼
カレーライス・いんげんの
胡麻和え・白菜とえのき
の和え物

生姜ご飯・味噌汁・煮豆・
鱈フライの甘酢あんか
け・白菜のなめ茸和え・さ
つま芋の天ぷら

夕

ご飯・味噌汁・帆立のかき
揚げ・里芋の煮物・水菜
のお浸し・紅じゃこ・里芋
の煮物

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
ニラの玉子とじ・春雨サラ
ダ・南瓜の煮物・苺
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朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ポテトサラダ・納豆・昆布
巻き・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・オムレツ・
きのことベーコンのバター
炒め・焼ほっけ・佃煮・牛
乳

ご飯・味噌汁・焼サーモ
ン・タラコ・スクランブル
エッグ・豚肉炒め・ウイン
ナー・さつま芋煮・牛乳

ご飯・味噌汁・オムレツ・
天かま・ミートボール・トマ
ト・茄子の味噌炒め・すじ
こ・桃ヨーグルト・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
大根と竹輪と白滝の煮
物・コーンサラダ・漬物・
牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き･
ベーコン焼・焼鮭・じゃこ
の佃煮・南瓜煮

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
梅干・スクランブルエッ
グ・ホイコーロー・ウイン
ナー・南瓜煮・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・サーモン刺
身・コロッケ・ハムカツ・水
菜トビッコサラダ・南瓜甘
煮・煮豆・苺とみかん

稲荷寿司・味噌汁・温サ
ラダ・南瓜の煮物・フルー
ツポンチ

ご飯・すり身汁・オムソ
バ・コーンコロッケ・水菜
サラダ・マンゴーヨーグル
ト

ご飯・味噌汁・海鮮春雨
の塩あんかけ・白菜のお
浸し・煮物（揚げ豆腐・な
ると・じゃが芋・ふき）・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・おでん（大
根・天かま・竹輪・玉子）・
焼鮭・帆立の酢味噌和
え・煮豆・うまみ昆布

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
胡瓜の塩昆布和え・さつ
ま芋と竹輪の煮物

お寿司（サーモン・マグ
ロ・玉子・ヒラメ・とびっこ・
海老・納豆）・ソーメン汁

夕

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・切昆布と揚げの油炒
め・帆立とコーンのバター
炒め・鱈昆布

ご飯・味噌汁・中華煮・南
瓜のあんかけ・ラーメンサ
ラダ・煮豆

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
焼・じゃが芋と挽肉の煮
物・グリーンアスパラ

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・さつま芋の天ぷ
ら・ほうれん草のバター炒
め・カニカマ・漬物

ご飯・海老汁・刺身（サー
モン・海老）・肉じゃが・ほ
うれん草のお浸し・南瓜
煮

ご飯・釜揚げうどん・煮
豆・トマト・漬物・南瓜甘
煮・大根の煮物（味噌が
け）

ご飯・すり身汁・つぼ鯛・
胡麻豆腐・ふきと天かま
の炒め物・かぶの煮物・
紅じゃこ
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朝

ご飯・味噌汁・ウイン
ナー・ミックスベジタブル
入スクランブルエッグ・豚
肉とキャベツの炒め物・
南瓜煮・キウイ・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と豚肉
の煮物・白菜のベーコン
炒め・煮豆・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
煮豆・天かま・ミートボー
ル・ほうれん草のお浸し・
牛乳

ご飯・味噌汁・ニラ玉・南
瓜煮・煮豆・焼ほっけ・ウ
インナー

ご飯・味噌汁・野菜コロッ
ケ・秋刀魚とキャベツの炒
め物・フキの煮物・玉子豆
腐・キウイ・牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
玉子焼き・納豆・苺・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鯖・煮
豆・梅干・南瓜甘煮あん
かけ・かぶと天かまと白
滝の煮物・バナナ・牛乳

昼

ハンバーグカレー・キャベ
ツの中華風あんかけ・煮
物・胡瓜の塩昆布和え・ト
マト

ご飯・味噌汁・竹輪とナル
トと大根の煮物・

ご飯・味噌汁・チャンチャ
ン焼・大根と鶏肉の煮物・
ふきとツナの炒め物・煮
豆

ご飯・味噌汁・かぶと鶏肉
の煮物・ラーメンサラダ・
玉子とソーセージの炒め
物・梅干・みかん

ご飯・水餃子スープ・きの
こと挽肉の炒め物・おふく
ろ煮・ポテトサラダ・フ
ルーツゼリー

ご飯・味噌汁・南瓜煮・豚
肉と大根とがんもの煮
物・白菜とシメジと目抜き
の塩煮

ご飯・豚汁・かすべのから
揚げ・さつま芋の塩こぶ
和え・煮豆・みかん

夕
ご飯・味噌汁・昆布の佃
煮・肉じゃが・茄子と天か
まとしめじのあんかけ煮

玉子焼き・焼ほっけ・ほう
れん草とハムの炒め物・
煮物・漬物

ご飯・味噌汁・焼秋刀魚・
餃子・水菜とトビッコのサ
ラダ・ホイコーロー

ご飯・味噌汁・ホッケフラ
イ・大学芋・切干大根・煮
豆

ご飯・味噌汁・わらびと天
かまの煮物・ほうれん草
のベーコン炒め・焼鮭

生ちらし寿司（サーモン・
海老・マグロ）・釜揚げか
き揚げうどん・南瓜煮豆

ご飯・味噌汁・酢豚・ひじ
き煮・白菜のお浸し・トマ
ト・伊達巻
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朝

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
じゃが芋とコンビーフの炒
め物・ソーセージとほうれ
ん草の醤油炒め・ペンネ
アラビアータ・納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
白菜とはんぺんとベーコ
ンのあっさり中華煮・たく
あん・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・宗八・玉子
焼き・照焼きチキン・さつ
ま芋煮・ソーセージのケ
チャップ炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・ニラ玉・焼
鮭・梅納豆・卵豆腐・昆布
の佃煮・煮豆

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・煮
豆・南瓜煮あんかけ・目
玉焼きウインナー・豚肉
の照焼き

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
焼南瓜・ミートローフ・じゃ
が芋入オムレツ・みかん

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
南瓜の煮物・納豆・茄子
炒め・漬物・牛乳

昼
カレーライス・ワカメスー
プ・チキン野菜サラダ・煮
豆・フルーツポンチ

月見そば・おにぎり・南瓜
の煮物・焼鱈・ポテトサラ
ダ

ハヤシライス・温野菜サラ
ダ・煮豆・漬物・フルーツ
ポンチ

ご飯・味噌汁・大根と油揚
げの煮物・肉じゃが・煮
豆・昆布巻き

ご飯・味噌汁・水菜とほう
れん草とミックスベジタブ
ルのバター炒め・南瓜とさ
つま芋の煮物・フルーツ
ポンチ

ご飯・味噌汁・さつま芋と
人参の煮物・野菜サラダ・
煮豆・玉子豆腐・桃

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・さつま芋の煮物・
ルッコラのサラダ

夕

ご飯・味噌汁・焼鮭・ほう
れん草の胡麻和え・南瓜
煮・トマト・大根と天かま
の玉子とじ

ご飯・味噌汁・さつま芋と
茄子とオホーツクの天ぷ
ら・ササミのから揚げ・煮
豆

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・帆立ときのこのバター
炒め・南瓜煮・かまぼこ・
漬物

カレーライス・玉子スー
プ・煮豆・南瓜甘煮・フ
ルーツポンチ・サーモンマ
リネ

ご飯・味噌汁・ササミフラ
イ・里芋の煮物・胡瓜とワ
カメの酢の物・煮豆

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・さつま芋の天ぷ
ら・ほうれん草とベーコン
炒め・漬物・がんもと竹輪
と人参といんげんの煮物

牛丼・南瓜団子汁・南瓜
あんかけ煮・煮豆・胡瓜
の酢の物・揚げ豆腐のあ
んかけ
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朝

ご飯・味噌汁・大根と天か
まの味噌煮・豆・たらこ・
焼鯖・スクランブルエッ
グ・牛乳

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・煮豆・椎茸のソ
テー・ウインナー・インゲ
ンの胡麻和え・苺・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・肉野
菜炒め・ごぼうサラダ・里
芋の煮物・梅干

ご飯・味噌汁・クリームコ
ロッケ・玉子焼き・照焼き
チキン・松前漬・秋刀魚の
蒲焼

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
焼魚・玉子焼き・キャベツ
の天かま炒め・胡瓜のト
ビッコ和え・苺

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
ミートボール・昆布の佃
煮・にしん漬・南瓜煮

ご飯・味噌汁・天かま肉
豆腐・南瓜煮・煮豆・佃煮

昼

ご飯・味噌汁・煮豆・帆立
のかき揚げ・かぶと挽肉
の煮物・マグロのマリネ・
漬物

カレーライス・温野菜サラ
ダ・かぶの煮物・煮豆・た
くあん・フルーツゼリー

稲荷寿司・釜揚げうどん・
南瓜甘煮・肉じゃが・煮
豆・お吸い物・フルーツポ
ンチ

生ちらし・煮豆・お吸い物
（ソーメン）・オムレツ・レタ
スとブロッコリー・苺

生姜ご飯・味噌汁・ポーク
ケチャップ・巾着煮・五目
煮・レタス

ご飯・味噌汁・焼豚・かに
玉・切干大根・胡瓜とワカ
メの酢の物・フルーツポン
チ

ご飯・味噌汁・トマト・大根
おろしから揚げ・里芋の
煮物・帆立の酢味噌和
え・黒豆

夕
オムライス・味噌汁・さつ
ま芋と天かまの煮物・長
芋と胡瓜のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・鶏の生姜
焼・オムレツ・水菜のお浸
し・ひじき煮

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
八宝菜・ハンバーグ

ご飯・味噌汁・煮豆・サー
モンのホイル焼・南瓜あ
んかけ・さつま芋と竹輪の
天ぷら・ほうれん草の胡
麻和え

ご飯・味噌汁・かすべの
から揚げ・ホイコーロ・
ラーメンサラダ・餃子

ご飯・味噌汁・豚肉と大根
と豆腐の煮物・芋と天か
まの煮物・煮豆・たくあん

生姜ご飯・味噌汁･糠秋
刀魚・紅じゃこ・ささぎの
煮物・じゃが芋の挽肉あ
んかけ・オレンジ
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