
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　・味噌汁（エリンギ
芋　わかめ　長葱）　・牛
乳　・野菜入りオムレツ
（生野菜　パイン）　・鳥ご
ぼう　・煮豆　・香の物

昼

・スープ（ウィンナー　玉葱
人参）　・焼きたてパン
・サラダ（トマト　玉葱
キャベツ　アスパラ　茹
卵）　・飲み物（コーヒー
牛乳）

夕

・ご飯　・味噌汁（天ぷら
大根　大根葉）　・チャン
チャン焼き（鮭　しめじ　玉
葱　キャベツ　他）　・ナム
ル（小松菜　えのき　胡瓜
他）　・しそ昆布　・香の物

2 3 4 5 6 7 8

朝

・お粥 　・味噌汁（玉葱
生わかめ　長ネギ）　・牛
乳　・焼き物（塩鯖　大根
おろし　佃煮）　・ソーセー
ジのバターソテー　・香の
物

・ご飯　　・味噌汁（白菜
油あげ）　　・牛乳　　・は
んぺん田楽味噌　　・和風
ナムル（ナムル　胡瓜　人
参）　　・香の物

・ご飯　・味噌汁（はんぺ
ん　麩　大葉）　・牛乳　・
山菜炒め煮（山菜水煮
天ぷら　人参　他）　・納豆
（卵　ネギ　花かつお）　・
スイカ　・香の物

・ご飯　・味噌汁（南瓜　豆
ふ　長葱）　・牛乳　・焼き
魚（サンマごぼう巻　大根
おろし　オレンジ）　・春雨
とピーマン炒め　・塩辛　・
香の物

・ご飯　・味噌汁（大根　油
あげ　長葱）　・牛乳　・ひ
じきオムレツ（生野菜　キ
ウイ）　・長芋のごま和え
・ツナオクラ　・ウリの砂糖
漬け

・ご飯　・味噌汁（南瓜　板
ふ　長葱）　・牛乳　・煮物
（京がんも　じゃが芋　人
参　しめじ　他）　・生卵　・
フルーツヨーグルト　・香
の物

・ご飯　・味噌汁（大根　油
あげ　長ネギ）　・牛乳　・
焼き魚（さわら西京漬け
大根おろし　キウイ）　・高
野豆腐煮物　　・焼きナス
・たくあん

昼

・味噌ラーメン（もやし
キャベツ　ニラ　人参　ひ
き肉　長葱）　　・いなり寿
司　　・酢生姜

・サンドウィッチ（南瓜　胡
瓜　玉葱　ベーコン　他）
・菓子パン　　・トマトスー
プ　　・和え物（白菜　胡瓜
板かま）　　・飲み物（コー
ヒー　牛乳）

休

・にゅう麺（鶏肉　たけのこ
椎茸　板かま　他）　　・一
口おにぎり（山菜おこわ）
・杏仁豆腐（フルーツミック
ス　クコの実）　　・ウリ漬
け

・中華スープ（メンマ　レタ
ス　長葱　生姜）　・焼豚
チャーハン（焼豚　玉葱
ピーマン　人参　卵　他）
・海藻サラダ　・紅生姜

・鍋焼きうどん（ほうれん
草　板かま　椎茸　豚肉
長葱）　　・小鉢（トマトとオ
クラの和え物）　　・よもぎ
入りすあま

・スープ（卵　糸寒天　わ
かめ）　・ミートスパゲッ
ティー　　・ポテトサラダ
・飲み物（コーヒー　牛乳）

夕

・ご飯　・味噌汁（ホタテ
人参）　・ウインナーロー
ルフライ（豚ロース　ウィン
ナー　大葉　生野菜）　・な
めたけ和え　・珍味　・香
の物

・五穀米　・味噌汁（豆腐
わかめ　長葱）　・焼き魚
（たら粕漬け　大根おろし
トマト）　・肉じゃが　・ス
イートコーン　・ウリかす
漬け

・ビーフカレー（牛肉　玉
葱　芋　他）　　・サラダ盛
り合わせ（レタス　胡瓜
アスパラ　ゆで卵　トマト）
・梅ゼリー　　・福神漬け/
らっきょ

・ご飯　・豚汁（豚肉　芋
人参　豆腐　他）　・盛り合
わせ（クリームコロッケ
生野菜　梨）　・カシュー
ナッツ和え　・エビ松前　・
香の物

・ご飯　・味噌汁（しめじ
絹さや　人参）　・チカマリ
ネ（チカ　ピーマン　セロリ
玉葱　他）　・とびっこ和え
・エビ好み　・たくあん

・ご飯・味噌汁（ナス　とろ
ろ　みょうが）・おでんカ
レー風味（豚バラ　大根
人参　玉子　他）・ごぼう
サラダ　・大根の中華炒
め・ウリ漬け

・ご飯　・味噌汁（大根葉
大根　はんぺん）　・漬け
焼き（鯖　甘大根おろし
プチトマト）　・新じゃがそ
ぼろ煮　・えび好み　・香
の物
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朝

・ご飯　・味噌汁　・牛乳
・かに玉風あんかけ（卵
カニむき身　三つ葉　）生
野菜　トマト　・ウドの味噌
炒め　・香の物

・ご飯　・味噌汁（豆腐　わ
かめ　みょうが）　・牛乳
・炊き合わせ（筍　人参
鶏肉　他）　・だし巻玉子と
お浸し　・ドライフルーツか
けヨーグルト　・香の物

・ご飯　・味噌汁（フキ　油
あげ）　・牛乳　・焼き物
（角ハム　温野菜）　・豚レ
バーかりんと揚げ　・ツナ
オクラ　・香の物

・ご飯　・味噌汁（豆腐　長
ネギ　ふのり）　・牛乳　・ト
ルコ風オムレツ（生野菜
バナナ）　・しめじと青葉の
煮浸し　・たらこ　・香の物

・ご飯　・味噌汁（舞茸　す
り身　青葉）　・牛乳　・湯
豆腐（白菜　生椎茸　昆布
他）　・高野豆腐と野菜の
お煮しめ　・佃煮　・香の
物

・ご飯　・味噌汁（豆腐
みょうが　地のり）　・牛乳
・プレーンオムレツ（生野
菜　メロン）　・ごぼうサラ
ダ　・珍味　・香の物

・ご飯　・味噌汁（しめじ
大根　長ネギ）　・牛乳　・
伊東の天ぷら（大根おろ
し　キウイ）　・筍かか煮
じゅんさい酢の物　・胡瓜
浅漬け

昼

・味噌汁（南瓜　みょうが）
・豚丼（豚ロース　ほうれ
ん草　紅生姜）　・白菜の
煮浸し　・たくあん

・焼きたてパン（南瓜パン
ハムマヨロール　天かま
ロール）　・ベジタブルスー
プ　・ポテトサラダ　・飲み
物（コーヒー　・牛乳）

・味噌汁（芋　地のり　長
ネギ）　・おにぎりセット
（梅とたらこのおにぎり
ホッキサラダ　焼きそば
煮物）　・コーヒーゼリー
・たくあん

・お雑煮汁（鶏肉　大根
ゴボウ　椎茸　他）　・ゆか
りご飯　・盛り合わせ（南
瓜コロッケ　イカとオホー
ツクのサラダ）　・胡瓜麹
漬け

・ご飯　・スープ　・ハュ
シュドビーフ（牛バラ　玉
葱　エリンギ　人参）　・サ
ラダ　・梅ぜりーヨーグル
ト　・福神漬け

・豚汁きし麵（大根　ごぼ
う　豚肉　他）　・ズッキー
ニの胡麻和え　・りんごパ
ンケーキ

・スープカレー（鶏もも　ゆ
で卵　南瓜　玉葱　他）　・
焼きたてパン　・小さいサ
ラダ　・福神漬け　・飲み
物（コーヒー　牛乳）

夕

・ご飯　・番茶・石狩鍋（鮭
大根　焼き豆腐　人参　春
菊　くずきり　白菜　他）・
イカ納豆（イカ　ひきわり
納豆　三つ葉）　・南瓜ミ
ルク煮　・茄子の麹漬け

・ご飯　・味噌汁（わらび
お麩）　・焼き魚（銀鮭　大
根おろし　オレンジ）　・麻
婆茄子　・胡瓜佃煮　・胡
瓜ピリ辛漬け

・ご飯　・味噌汁　・煮込み
ハンバーグ（林檎グラッセ
フライドポテト）　・春雨サ
ラダ　・ミニトマト　・野沢菜
/ピリ辛胡瓜

・いなきびご飯　・味噌汁
（白菜　椎茸みょうが）　・
煮魚（赤カレイ　こんにゃ
く）　・南瓜サラダ　・枝豆
・べったら漬

・ご飯・味噌汁（ブナピー
ちくわ　他）　・天ぷら盛り
合わせ（尾付き海老　南
瓜　みょうが　本しめじ
大根おろし）　・白和え　・
香の物

・ご飯　・味噌汁（南瓜　地
のり　みょうが）　・幽庵焼
き（生野菜　トマト）　　・い
んげん香味炒め　・小松
菜とホタテ貝柱和え　・香
の物

・ご飯　・味噌汁　・鯖のホ
イル焼（鯖　えのき　生椎
茸　ピーマン）・オレンジ/
ポテトフライ　・豆腐卵とじ
・ごぼうサラダ　・香の物
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朝

・ご飯　・味噌汁（豆腐　わ
かめ　長葱）　・牛乳　・は
んぺんチーズサンド（生野
菜　ぶどう）　・切干大根
炒め煮　・塩とり　・野沢菜
漬け

・ご飯　・味噌汁（大根　人
参　長葱）　・牛乳　・鯖水
煮山かけ（鯖水煮　長芋
卵黄）　・磯和え　・バナナ
ヨーグルト　・野沢菜/べっ
たら漬

・ご飯　・味噌汁（すり身
長葱）　・牛乳　・キャベツ
のマクラ煮（キャベツ　ひ
じき　天ぷら　他）　　・納
豆（納豆　しらす　長葱）
・りんご　・香の物

・ご飯　・味噌汁（茄子　油
あげ　長葱）　・牛乳　・焼
き魚（大根おろし　果物）
・高野豆腐卵とじ　・オー
シャンサラダ　・香の物

・ご飯　・味噌汁（ふのり
芋　長葱）　・牛乳　・ク
リームチーズ入りオムレ
ツ（生野菜　トマト）　・大
根皮のきんぴら　・肉味噌
・胡瓜醤油漬け

・ご飯　・味噌汁（大根　油
あげ　長葱）　・牛乳　・煮
物（春雨きんちゃく　こん
にゃく　天ぷら蒲鉾　大根
人参）　・温泉卵　・塩とり
・胡瓜醤油漬け

・ご飯　・味噌汁（白菜
卵）　・牛乳　・炭火焼き鳥
（温野菜）　・くるみの佃煮
・高野豆腐とごぼうの炒
め煮　・バナナヨーグルト
・南瓜大根

昼

・スープ（レタス　メンマ
長葱）　・冷やしラーメン
（薄焼き卵　胡瓜　もやし
焼豚　とまと）　・キャラメ
ルプリン　・紅生姜　・香の
物

・焼きたてパン　　・コーン
ポタージュスープ　　・サラ
ダ盛り合わせ　　・飲み物
（コーヒー　・牛乳）

休

・抹茶入り玄米茶　・小豆
粥　・盛り合わせ（魚大葉
巻　Ｇフルーツ　枝豆）　・
煮物（蒲鉾　大根　豆腐
他）　・練梅/みそ漬け

・コンソメスープ　・炊き込
みカレーピラフ（むき海老
ベーコン　玉葱　ミックス
V）　・サラダ（生野菜　ゆ
で玉子　生ハム）　・福神
漬け

・たこ天そば（干そば　タコ
天ぷら　長葱）　・もやしソ
テー（もやし　ピーマン　ハ
ム）　・フルーツ寄せ（Gグ
レープ　桃缶　プルーン）

・スープ　　・舞茸とベーコ
ンソースのスパゲティー
・生野菜サラダ　　・飲み
物（コーヒー　牛乳）

夕

・麦入りご飯　・味噌汁（白
菜　天ぷらかまぼこ）　・鶏
ザンギ（生野菜　キウイ）・
イカとじゃが芋の煮物　・
ピリ辛胡瓜/べったら漬

・ご飯　・オニオンスープ
（玉葱　レタス）　・肉焼売
盛り合わせ　・中華サラダ
（中華クラゲ　胡瓜　もや
し　ハム　他）　・ウド味噌
炒め　・大根しそ漬け

・ご飯　・赤だし味噌汁（な
めこ　豆腐　三つ葉）　・さ
しみ盛り合せ（イカ　マグ
ロ　〆サバ　太鼓ん　大
葉）　・ズイキの炒め煮　・
トマトサラダ　・香の物

・ご飯　・味噌汁（キャベツ
卵）　・ささみチーズサンド
フライ（生野菜）　・奴豆腐
（おろし大根　なめたけ）
・うの花　・たくあん

・ご飯　・うどん汁（干うど
ん　油あげ　長葱）　・鯖
の味噌煮（生姜　揚げ茄
子）　・豚しゃぶサラダ（豚
しゃぶ　レタス　胡瓜　海
藻　他）　・味なめこ　・キ

・ご飯　・味噌汁（すり身
大根　長葱）　・揚げ豆腐
きのこあんかけ（椎茸　し
めじ　舞茸　ニラ　オホー
ツク）　・キャベツサラダ　・
胡瓜の酢の物　・キムチ

・ご飯　・味噌汁（しめじ
油あげ　ねぎ）　・干魚の
焼き物（大根甘酢　ウイン
ナー）　・南瓜含め煮　・珍
味　・香の物
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朝

・ご飯　・味噌汁（なめこ
豆腐　長葱）　・牛乳　・サ
ンマ蒲焼　・野菜ソテー　・
とろろ芋　・エビ好み　・ピ
リ辛茄子

・ご飯　・味噌汁（豆腐　ご
ぼう　長葱）　・牛乳　・ハ
ムエッグ（生野菜　果物）
・きんぴらごぼう　・うしおく
るみ　・大根味噌漬け

・ご飯　・味噌汁（ブナピー
わかめ　長葱）　・牛乳　・
野菜ソテー（豚肉　椎茸
玉葱　他）　・絹豆腐くず
煮（豆腐　カニかま　筍
他）　・珍味　・香の物

・ご飯　・味噌汁（豆腐　生
のり　長葱）　・牛乳　・焼
き物（ハムステーキ　コー
ソとウインナーのソテー）
・ひじき炒め煮　・白菜煮
浸し　・南瓜大根

・ご飯　・味噌汁（しめじ
豆腐　三つ葉）　・牛乳　・
煮物（蒲鉾　人参　大根
ゴボウ　茄子）　・納豆お
かのり入り　・スイートトマ
ト/パイン　・一夜漬け

・ご飯　・味噌汁（すり身大
根　大根葉）　・牛乳　・伊
東の天ぷら（角天　大根
おろし　トマト）　・ウドの味
噌炒め　　・しそ巻　・たく
あん味噌漬け

・ご飯　・味噌汁（豆腐　長
葱　なめこ）　・牛乳　・野
菜入りオムレツ（生野菜
キウイ）　・鷄ごぼう（人参
鶏肉　ごぼう　他）　・こご
みの佃煮　・たくあん

昼

・ご飯　・味噌汁（芋　地の
り　長葱）　・カツ丼（ヒレ
肉　椎茸　玉葱　たけのこ
三つ葉）　・白菜なめたけ
和え　・キウイ　・香の物

・焼きたてパン（お米パン
南瓜パン　ホットケーキパ
ン）　・ミネストローネ（トマ
ト　キャベツ　玉葱　芋
他）　・苺プリン　・飲み物
（コーヒー　牛乳）

・おにぎり茶漬け（たらこ
塩昆布　野沢菜　三つ葉）
・小さい盛り合わせ（あん
かけ焼売　トマト　ほうれ
ん草）　・香の物

・豚肉とキノコのうどん（豚
バラ生姜漬け　生椎茸
えのき　他）　・のり巻き
（卵　椎茸　桜でんぶ　野
沢菜　他）・鶏肉と野菜の
ゴマドレッシング和え

・和風スープ（きのこ各
種）　・北湘南オムレツ（鶏
肉　玉葱　ピーマン　生ク
リーム　他）　・サラダ（カ
マンベール　トマト　胡瓜
他）　・福神漬け/らっきょ

・山菜なめこそば（山菜
なめこ　天かす　板かま
長ねぎ）　・小さい盛り合
わせ（南瓜のグラタン　ウ
インナー　揚げ餃子　他）
・よもぎ団子小倉のせ

・エビスープ（海老　レタ
ス）　・焼きたてパン　・サ
ラダ（トマト　大根　パプリ
カ　胡瓜　キャベツ）　・飲
み物（コーヒー　牛乳）

夕

・わかめ炊き込みご飯　・
タラ汁（タラ　芋　ワカメ
しめじ　他）　・盛り合わせ
（エビチリ　ビヤソー　マッ
シュ南瓜）　・ニラと玉葱
の卵とじ　・南瓜大根

・ご飯　・味噌汁（白菜　生
わかめ　とろろ昆布）　・煮
魚（里芋　生姜）　・ラーメ
ンサラダ（ロースハム　生
ラーメン　胡瓜　もやし
他）　・珍味　・香の物

・ご飯　・味噌汁　・里芋の
含め煮　・牛丼（牛バラ
玉葱　たけのこ　白滝）　・
フルーツヨーグルト和え
・小松菜お浸し　・香の物

・ご飯　・味噌汁（芋　ごぼ
う　他）　・たらフライ（生野
菜　ブロッコリーフライ）　・
酢物（じゅんさい　〆サバ
みょうが　菊の花　他）　・
枝豆白和え　・たくあん

・ご飯　・味噌汁（ちくわ
鶏ごぼう　芋）　・豚ロース
ピザソース焼き（生野菜）
・ビーフン炒め　・秋の煮
物（栗　芋　蒲鉾　ブロッコ
リー）　・たくあん

・ご飯　・味噌汁（南瓜団
子　わかめ　みょうが）　・
焼き魚（サンマ　大根おろ
し　オレンジ）　・豆腐の牡
蠣ソース炒め　・昆布佃煮
・べったら漬

・ご飯　・味噌汁（お麩　大
根　みょうが）　・秋鮭チャ
ンチャン焼き（秋鮭　本し
めじ　玉葱　キャベツ　人
参）　・ナムル　・煮豆　・
ミックス漬け

30

朝

・お粥 ・味噌汁（南瓜団子
白菜　油あげ）・牛乳・焼
き物（塩鯖　大根おろし
佃煮）・青菜とちくわの炒
め物（小松菜　人参　ちく
わ　しめじ）・香の物

昼

・とんこつラーメン（焼豚
メンマ　もやし　ゆで卵
わかめ　人参　長葱）　　・
栗入りいなり　　・酢生姜

夕

・ご飯　・味噌汁（豆腐　わ
かめ　長葱）　・ひれかつ
盛り合わせ（生野菜　トマ
ト）　・なめたけ和え　・大
根のきんぴら　・大根と胡
瓜の浅漬け
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