
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　・生海苔とブナピーの
味噌汁　・牛乳　・盛り合わせ
（・はんぺんピカタ焼き　・Wア
スパラ　・ウインナーソテー）
・里芋とイカの煮物　・野沢菜
漬　・塩辛

・ご飯　・ブナピーと大根菜
の味噌汁　・牛乳　・山菜
の炒め煮　・納豆（・長葱
・花かつお）　・一夜漬　・フ
ルーツ盛り合わせ

・ご飯　・南瓜としめじの味
噌汁　・牛乳　・焼き魚（・サ
ンマゴボウ巻き　・大根お
ろし　・りんご）　・春雨と
ピーマンの炒め煮　・べっ
たら漬

・ご飯　・豆腐と花麩の味噌汁
・牛乳　・盛り合わせ（・肉みそ
入りオムレツ　・生野菜　・キウ
イ）　・長芋のだし醤油和え　・
茄子の醤油漬　・大根と昆布
の煮物

・ご飯　・舞茸と南瓜の味
噌汁　・牛乳　・煮物（・南
瓜豆腐　・大根　・人参　・
インゲン　・天ぷらかまぼ
こ）　・生卵　・大根みそ漬
・梨

・ご飯　・ほうれん草とちく
わの味噌汁　・牛乳　・焼き
魚（・さわら　・大根おろし
・トマト）　・高野豆腐の煮
物　・茄子漬　・肉みそ

昼

・焼きたてパン　シチュー
・松前漬と白菜の和え物
・飲み物（・コーヒー　・牛
乳）

休

・にゅう麺　・一口おにぎ
り　・大根醤油漬　・ライ
チゼリーと梅シャーベッ
ト

・春雨スープ　・鮭
チャーハン　・マカロ
ニサラダ　・福神漬

・五目きし麺　・トマト
の中華和え　・南瓜大
福

・トマトのボロネーゼパ
スタ　・レタスたっぷりに
んにくスープ　・塩鶏と
オクラのサラダ　・コー
ヒー

夕

・五穀米　・豆腐としめじの
味噌汁　・焼き魚（・鱈味噌
漬　・大根おろし　・昆布佃
煮）　・肉じゃがカレー味　・
沢庵　・西瓜

・ご飯　・チキンカレー
・盛り合わせサラダ
・福神漬　・らっきょ　・
梨ゼリー

・ご飯　・さつま汁　・盛り合わ
せ（・クリームコロッケ　・生野
菜　・トマト）　・ほうれん草のく
るみ和え　・たくあん　・野沢菜
漬　・大根と昆布の煮物

・ご飯　・大根とワカメの
味噌汁　・鮭のマリネ
トマト　・小松菜のとびっ
こ和え　・大根醤油漬
・花豆

・ご飯　・豆腐とエリンギ
の味噌汁　・洋風煮込
みおでん　・ごぼうサラ
ダ　・沢庵　・大根とさん
ま缶の煮物

・ご飯　・厚あげと椎茸
の味噌汁　・魚の揚げ
煮　・じゃが芋のそぼろ
煮　・沢庵　・えび好み

7 8 9 10 11 12 13

朝

・ご飯　・大根とつみれの
みそ汁　・牛乳　・かに玉あ
んかけ盛合わせ（・生野菜
・トマト）　・ふきの煮物　・
胡瓜粕漬

・ご飯　・大根とボリボリの
味噌汁　・牛乳　・炊き合わ
せ　・だし巻き卵　・小松菜
のお浸し　・キウイ　・一夜
漬　・スイートトマト

・ご飯　・南瓜だんごとなめ
この味噌汁　・牛乳　・焼き
物（・角ハム　・温野菜）　・
鶏レバ炒め　・白菜漬　・煮
豆

・ご飯　・大根とふのりの味
噌汁　・牛乳　・スペイン風
オムレツ　・生野菜　・パイ
ン　・白菜煮浸し　・大根味
噌漬

・ご飯　・生シイタケとちくわ
の味噌汁　・牛乳　湯豆腐
セット　・鶏ゴボウ　・一夜
漬　・肉みそ

・ご飯　・南瓜と豆腐の味
噌汁　・牛乳　・盛り合わせ
（・プレーンオムレツ　・生
野菜　・りんご）　・うどの炒
め煮　・胡瓜浅漬

・ご飯　・キャベツと油あげ
の味噌汁　・牛乳　・盛り合
わせ（・伊東の天ぷら　・大
根おろし　・トマト）　・筍の
かか煮　・沢庵　・海老好
み

昼

・南瓜だんごとみょうが
の味噌汁　・さんま丼　・
筍とブロッコリーの煮物
・白菜漬　・トマトゼリー

・焼きたてパン（・ブルマン　・
ハムチーズ　・小倉あんパン
・紫芋パン）　・ベジタブルスー
プ　・チーズとトマトのサラダ
・飲み物（コーヒー　牛乳）

・ボリボリと芋の味噌汁　・
おにぎりセット（・クリームコ
ロッケ　・ちじみ菜　・いか
松前漬）　・フルーツゼリー

・大根味噌漬

・すいとん汁　・ゆかりご飯
・盛り合わせ（・鮭香味揚げ
・レタス　・トマト）　・梅漬

・わかめと寒天のスープ　・
ハッシュドビーフ　・野菜サ
ラダ　・福神漬

・鰊そば　・小松菜とオホー
ツクのかぼす和え　・南瓜
パイ

・ご飯　・スープカレー
・野菜サラダ　・福神漬
・らっきょ

夕

・ご飯　・番茶　・うどん
すき鍋　・〆サバともず
くの酢物　・白菜粕漬　・
南瓜のミルク煮

・ご飯　・清汁　・焼き魚（・
鮭　・大根おろし　・オレン
ジ）　・麻婆豆腐　・紅生姜
・昆布佃煮

・ご飯　・玉ネギとエリンギ
の味噌汁　・盛り合わせ（・
つくね　・コーンソテー　・ト
マト）　・春雨サラダ　・べっ
たら漬　・小松菜のなめた
け和え

・麦入りご飯　・すり身と白
菜の味噌汁　・煮魚（・ブ
ロッコリー）　・ジャーマンサ
ラダ　・沢庵　・小松菜とオ
ホーツクの胡麻和え

・ご飯　・小松菜ととろろ昆布
の味噌汁　・天ぷら盛り合わ
せ（・尾付えび　・南瓜　・菊の
葉　・本しめじ　・大根おろし）
・人参と枝豆の白和え　・沢庵
・玉ねぎのとびっこ和え

・ご飯　・ちくわと大根菜の
味噌汁　・タンドリーチキン
・生野菜　・トマト　・生あげ
といんげんの煮物　・沢庵
・ブドウ

・ご飯　・しめじとはんぺんの
味噌汁　・ホイル焼　(・鮭　・玉
葱　・椎茸　・南瓜　・万能ね
ぎ）　・トマト　・枝豆　・豆腐の
卵とじ　・味噌漬　・胡瓜クラゲ
和え

14 15 16 17 18 19 20

朝

・ご飯　・南瓜と油あげ
の味噌汁　・牛乳　・は
んぺんのチーズサンド
（・生野菜　・オレンジ）
・胡瓜磯和え　・塩辛

・ご飯　・白菜とふのりの味
噌汁　・牛乳　・鯖水煮の
山かけ　・ほうれん草の磯
和え　・沢庵　・煮リンゴ

・ご飯　・わかめと南瓜の
味噌汁　・キャベツのマフ
ラー煮　・納豆（長ネギ　し
らす）　・オレンジ　・沢庵

・ご飯　・大根とつみれの
味噌汁　・牛乳　・焼き魚（・
大根おろし　・みかん）　・
高野豆腐の卵とじ　・一夜
漬　・中華和え

・ご飯　・小松菜と南瓜の
味噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（・シーチキンオムレツ
・生野菜　・オレンジ）　・大
豆とひじきの炒め煮　・一
夜漬　・塩辛

・ご飯　・大根菜とシメジの
味噌汁　・牛乳　・煮物（・
大根　・人参　・インゲン　・
春雨きんちゃく　・天かま）
・温泉卵　・沢庵　・バナナ

・ご飯　・豆腐と生海苔の
味噌汁　・牛乳　・盛り合わ
せ（・炭火焼き鳥　・生野菜
・ハムの胡瓜巻き）　・高野
豆腐お煮しめ　・沢庵　・イ
カ刺し松前

昼

・春雨スープ　・あん
かけ焼きそば　・柿と
梨のワイン煮　・紅生
姜

・焼きたてパン（・おさつパ
ン　・枝豆パン　・あんぱん
・フォカッチャ）　・人参のポ
タージュ　・ポテトサラダ　・
飲み物（コーヒー　牛乳）

休

・抹茶入り玄米茶　・茶
粥　盛り合わせ（・栗渋
皮煮　・焼きピーマン）
・煮物　・野沢菜　・梅
・胡瓜漬

・わかめスープ　・炊
き込みピラフ　・サラ
スパサラダ　・福神漬

・天ぷらそば　・豆腐の
くず煮　・盛り合わせフ
ルーツ

・肉団子入りスープ　・２種
パスタ（・トマトパスタ　・ウ
ニ風味パスタ）　・南瓜と
チーズのサラダ　・コーヒー

夕

・ご飯　・ニラと卵の味噌汁
・鶏からあげ甘辛ソース　・
生野菜　・キウイ　・イカと
芋の煮物　・べったら漬

・ご飯　・オニオンスープ
・手作り餃子　・中華サ
ラダ　・野沢菜漬　・佃
煮

・ご飯　・赤だし味噌汁　・
お刺身盛り合わせ（・〆サ
バ　・サーモン　・いか　・そ
の他）　・ズイキの炒め煮
・沢庵　・菊の花酢の物

・ご飯　・大根としめじの味
噌汁　・とりササミのピカタ
焼き　（・生野菜　・トマト）
・奴豆腐　・茄子漬　・うどと
ふきの炒め煮

・ご飯　・ラーメン汁　・鯖の
味噌煮（・揚げ茄子）　・豚
しゃぶサラダ　・沢庵　・小
松菜とちくわの胡麻和え

・ご飯　・さつま芋とわかめ
の味噌汁　・ぎせい豆腐　・
キャベツサラダ　・沢庵　・
もってのほかお浸し

・ご飯　・生海苔と芋の味
噌汁　・干魚（・干しカレイ
・大根おろし　・柿）　・里芋
の含め煮　・べったら漬　・
小松菜ソテー

21 22 23 24 25 26 27

朝

・ご飯・みそ汁（はんぺん・
あげ・みつぱ）・牛乳・さん
ま蒲焼と野菜のソテー
（キャベツ・ベーコン）グ
レープフルーツ・長芋花カ
ツオ・香の物

・ご飯・みそ汁（白菜・地の
り・大根）・牛乳・ベーコン
エック・三色金平（土ごぼ
う・人参・ピーマン）・しそこ
んぶ

・ご飯・みそ汁（南瓜・ワカメ・
長ネギ）・牛乳・野菜のソテー
（豚小間切・本シメジ・人参・ブ
ロッコリー・玉葱）・玉子豆腐あ
んかけ（みつぱ）・香の物

・ご飯・みそ汁（なめこ・豆腐・
長ネギ）・牛乳・ハムステーキ
（生野菜・オレンジ）・ひじきの
炒め煮（ひじき・ごぼう・天ぷ
ら・小松菜）・たくあん

・ご飯・みそ汁（椎茸・大
根・大根葉）・牛乳・煮物
（京がんも・大根・焼き豆
腐・ブロッコリー）・オクラ入
り納豆（長ネギ）・煮豆

・ご飯・みそ汁（南瓜・絹さ
や）・牛乳・伊東のてんぷら
（大根おろし・くだもの）・イ
カと里芋の煮物（いんげ
ん・人参）・香の物

・ご飯・みそ汁（大根・人
参・がんも）・牛乳・野菜入
りオムレツ（卵・玉葱・ミッ
ク・柿）・とりごぼう（コン
ニャク・小松菜）・べったら
漬け

昼

・ご飯・みそ汁（南瓜・麩）う
な玉丼（玉葱・竹の子・生
椎茸・みつぱ）・お浸し（白
菜花カツオ）・味噌漬け・み
かん

紫芋パン・小倉あんぱん・もち
もちパン・生クリームといちご
のサンド・ミネストローネ（キャ
ベツ・人参・トマト水煮缶・ベー
コン・ローリエ）抹茶プリン・
コーヒー

・鮭の雑炊（鮭・ごぼう・竹
の子・みつぱ・椎茸・みつ

ぱ・玉子）・小さい盛合わせ
（エビチリ・野菜）・香の物

・豚肉ときのこうどん（豚ばら
肉・生生姜・本シメジ・えのき
だけ・生椎茸・長ネギ）・ちらし
寿し（トビッコ・薄焼き玉子・胡
瓜・紅生姜）・もやしのわさび
醤油（もみのり）

野菜スープ（レタス・玉葱・芋・
人参）・北湘南オムレツ（鶏肉・
玉葱・ピーマン・人参・オムレ
ツソース・生クリーム）・サラダ
（小松菜・胡瓜・シーチキン・玉
葱・セロリー・オホーツク）・青
しそ漬け・らっきょう

・月見そば（干しそば・温泉
卵・ほうれん草・板かま・長
ネギ）・チジミ（ニラ・干しえ
び・白ごま・ソース）・柿と
キューウイのヨーグルト
ソースかけ

・スープ（玉葱・ウイン
ナー）・焼立てパン・サラダ
（蒸しとり・レタス）・コー
ヒー

夕

・五穀米ご飯・三平汁（塩
鮭・芋・人参・大根・本シメ
ジ・カットワカメ・長葱・昆
布）・盛合わせ（南瓜のコ
ロッケ・生野菜・トマト）

・ご飯・みそ汁（大根・人参・
葱）・煮魚（昆布）・スパゲティ-
イタリアンサラダ（塩とり肉・サ
ラスパ・玉葱・胡瓜・ピーマン・
イタリアンドレッシング・香の物

・赤貝の炊込みご飯（赤貝味
付け・人参・絹さや）みそ汁・
含め煮（一口がんも・とりもも・
南瓜・大根）・小さい盛合わせ
（京風シュ-マイ・白菜・小松
菜・トマト）・味噌漬け

・ご飯・みそ汁（大根・椎
茸・長ネギ）・鮭のフライ
（生野菜・くだもの）・もずく
酢（胡瓜・菊・いか）・べった
ら漬け

・ご飯・みそ汁（豆腐・みそ
汁の具・長ネギ）・豚ロース
塩麹焼き・ビーフンの炒め
煮（玉葱・キャベツ・ニラ・
人参・イカ・豚肉）・香の物

・ご飯・清汁（大根・あさり
貝・小松菜）・鱈の味噌付
け（大根おろし）・炒り豆腐
（豆腐・ごぼう・椎茸・青菜・
人参・きくらげ）・たくあん

・ご飯・みそ汁（キャベツ・
油揚げ）・とう板焼き（甘え
び・玉葱・南瓜・ピーマン）・
ナムル（小松菜・えのき・胡
瓜・ロースハム）・大根の皮
金平

28 29 30 31

朝

・お粥・みそ汁（豆腐・なめ
こ・長ネギ）・牛乳・塩さば
（大根おろし・佃煮）・小松
菜とちくわの炒め物（人
参）・香の物

・ご飯・みそ汁（大根・つみ
れ・油揚げ）・牛乳・はんぺ
んバター焼き（アスパラ・
カーネルコーン・ロースハ
ム・玉葱）・和風ナムル（胡
瓜・はるさめ）・かぶ酢の物

・ご飯・みそ汁（ブナピー・
南瓜・カットワカメ）・山菜の
炒め煮（山菜水煮・天ぷ
ら・黒コンニャク・人参）・納
豆（知らす・長ネギ）・胡瓜
ピリ辛漬け

・ご飯・みそ汁（大根・長ネ
ギ・地「のり）・牛乳・焼き物
（さんまのごぼう巻き・大根
おろ・みかん）・春雨とピー
マンの炒め物（豚ひき肉）・
香の物

昼

・野菜タップリ塩ラーメン
（もやし・白菜・人参・玉葱・
ニラ・きくらげ）・赤飯（甘納
豆）・香の物

・サンドイッチ（ポテト・ル
バーブ・マーガリン・菓子パ
ン）・アサリのチャウダー
（アサリの水煮・玉葱・キャ
ベツ・牛乳）・デザート

休み

にゅう麺（そうめん・竹の
子・本シメジ・生椎茸・板か
ま）・一口おにぎり（たら
こ）・デザート（フルーツ缶・
白玉・バナナ）・香の物

夕

・ご飯・みそ汁（玉葱・生の
り）・ロールフライ（豚ロー
ス・ウインナー・大葉）・な
めたけ和え（キャベツ・胡
瓜・なめたけ）・昆布の佃
煮

・きび入りご飯・みそ汁（絹
豆腐・生椎茸・長ネギ）・焼
き銀鮭（大根おろし・りん
ご）・肉じゃが（豚カタロー
ス・芋・玉葱・人参・白滝・
生姜）・べったら漬け

・ポークカレー（豚角切・玉
葱・芋・人参・にんにく・カ
レー）・盛合わせサラダ（レ
タス・胡瓜・アスパラ・ゆで
卵）・コーヒーゼリー・らっ
きょう。福神漬け

・ご飯・豚汁（豚カタロース・玉
葱。人参・芋・ごぼう・豆腐・長
ネギ・油揚げ・みそ）・盛合わ
せ（かにクリームコロッケ・生
野菜・くだもの）・くるみ合え
（小松菜・ちくわ）・たくあん
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