
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・みそ汁・かれい
煮付・ほうれん草な
めたけ和え・タラコ・
マーボー春雨・漬物

・ご飯・きのこ汁・ほっ
け塩焼き・ほうれん草
お浸し・おくらとろろ・
漬物

昼

・ご飯・みそ汁・豆腐
あんかけ・冷しゃぶサ
ラダ・アスパラとささ
ぎの黄味酢和え

・ご飯・きのこ汁・ほっ
け塩焼き・ほうれん草
お浸し・おくらとろろ・
漬物

夕
ご飯・お好み焼き・卵
スープ・オニオンたら
こサラダ

・ご飯・きのこ汁・ほっ
け塩焼き・ほうれん草
お浸し・おくらとろろ・
漬物

3 4 5 6 7 8 9

朝

・ご飯・みそ汁・豚肉
と野菜炒め・ふきとさ
つまいもの煮物・きゅ
うりとハムのごまサラ
ダ

・ご飯・みそ汁・玉葱
と野菜のコンソメ煮・
ねぎ入りたまご焼き・
水菜のお浸し・煮豆

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・豆腐あんかけ・
アスパラとウインナー
炒め・ヨーグルト

・ご飯・みそ汁・小松
菜とあげのしょうが
煮・カニ玉風あんか
け・きゅうりのポン酢
和え

・ご飯・みそ汁・揚げ
ナス・春巻き・しゅうま
い・春雨サラダ

鶏ごぼう飯・みそ汁・
マグロ刺身・目玉焼
き・ふきも煮物

・ご飯・みそ汁・かぼ
ちゃサラダ・里芋の煮
物・具たくさんの卵焼
き

昼

・ご飯・ワカメスープ・
煮込みハンバーグ・
かぼちゃサラダ・長芋
と椎茸の炒め物

・冷やしラーメン・ワカ
メスープ・マーボー豆
腐・餃子・あんかけ卵

・はらこ飯・みそ汁・
豚肉の塩こんぶ炒
め・ひじきのいり煮・
ブロッコリーの胡麻和
え・トマト

・ご飯・みそ汁・鶏肉
と大根の煮物・サー
モンのマリネ・白菜お
浸し・漬物３種

・ナポリタン・卵スー
プ・サラダ・ぶどうゼ
リー

・ご飯・みそ汁・豚肉
のみそ焼き・ねぎと天
カマの煮物・サラダ・
さくらんぼ・漬物

・きのこうどん・スパ
サラダ・ナスの素揚
げ

夕

・ご飯・みそ汁・さつま
芋ミニコロッケ・ごぼ
うサラダ・こんにゃくと
竹の子の土佐煮

・ご飯・みそ汁・ハン
バーグみぞれ和え・
ほうれん草お浸し・パ
イン

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・ナスチンゲン菜の
みそ炒め・きゅうり酢
の物・漬物

・ご飯・吸い物・ひら
めサーモンの刺身・
アスパラベーコン
チーズ焼き・小松菜
のマーボー風

・いなり寿司・みそ
汁・ふかしさつまい
も・鶏肉とチンゲン菜
の炒め・サラダ

・ご飯・みそ汁・きのこ
ハンバーグ・えびち
り・きゅうり酢の物

・ご飯・みそ汁・筑前
煮・ウインナーのけ
ちゃぷ炒め・カニカマ
サラダ

10 11 12 13 14 15 16

朝
・ご飯・みそ汁・かれ
い煮付・生ハムサラ
ダ・卵トーフ・すもも

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・マーボー春雨・
アスパラウインナー
炒め・

・ご飯・みそ汁・人参
と卵の炒め・ベーコン
ときのこの炒め・きゃ
べつとコーンのサラ
ダ

・ご飯・みそ汁・豚肉
のすき煮・茶わん蒸
し・トマトスライスサラ
ダ・

・ご飯・みそ汁・塩サ
バ・ふきの炒り煮・ナ
スの肉みそ炒め

ご飯・・みそ汁・入り
卵・ハム・ミニトマト・う
ずら卵

・ご飯・みそ汁・チン
ゲン菜と鶏肉の炒
め・サーモン・のりと
ねぎ入り卵焼き

昼

・ご飯・クリームシ
チュー・きゅうりのポ
ン酢和え・フルーツ
ミックス

・ご飯・みそ汁・焼き
トーフとちくわぶの煮
物・生姜焼き・キャベ
ツ添え・冷水トマト・フ
ルーチェ

・ご飯・みそ汁・鶏肉
の信田巻き・きゅうり
と長芋の酢の物・ブ
ロッコリーのごまド
レッシング

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・カレーの煮付・ス
パマヨサラダ・・甘夏
みかん

・ご飯・みそ汁・ヒレか
つ・マツマイ漬け・は
んぺんバター焼き・温
野菜

・ご飯・みそ汁・ほっ
けフライ・レタス添え・
レンコン厚揚げの炒
め煮・長芋・カニカマ
の酢の物

・ご飯・みそ汁・豚
ロース塩麹焼き・チジ
ミ・ポテトフライ・揚げ
汁ナス

夕
・親子丼・みそ汁・切
干大根・海鮮中華炒
め

・ご飯・みそ汁・白菜
と豚肉のはさみ蒸し・
人参の炒り豆腐・か
ぶの煮物

・カレーライス・野菜
サラダ・フルーツヨー
グルト

・ご飯・みそ汁・ホイ
コーロー・春雨サラ
ダ・わさび漬け

・ご飯・みそ汁・ナス
ピーマン玉葱のカ
レー風味炒め・ふきと
高野豆腐の水煮・フ
ルーツ

・ご飯・みそ汁・白身
魚フライ・ナポリタン・
人参とモヤシの卵と
じ

・ご飯・みそ汁・きのこ
おろしバーグ・野菜添
え・ほーれんそうの白
和え・デコポン

17 18 19 20 21 22 23

朝

・ご飯・みそ汁・サバ
西京焼き・切干大根
の煮物・キュウリと水
菜のサラダ

・ご飯・みそ汁・鮭焼
き・ホーレンソウの白
和え・ところてん・うに
海鮮

・フレンチトースト・ク
リームスープ・ジャが
ベーコン・小松菜の
バターソテー・夏ミカ
ンゼリー

・ご飯・みそ汁・ハッ
シュドポテト・卵トー
フ・野沢菜昆布

・ご飯・みそ汁・銀か
れいみり漬け・だし巻
きたまご・とろろ芋・
甘夏シロップ漬け

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・ふき天カマの煮
物・ウインナーと野菜
炒め

ご飯・・みそ汁・鰊み
りん漬け・ハッシュド
ポテト・煮豆・金平ご
ぼう

昼
冷やし中華・かぼちゃ
のあんかけ・ふきの
炒め物・スイカ

・ご飯・きのこ蕎麦・
刺身こんにゃく・サバ
と大根おろし

・海鮮ちらし寿司・茶
わん蒸し・春雨サラダ

・ご飯・みそ汁・つぼ
だい・ゴーヤチャンプ
ル・ポテトサラダ

・ご飯・みそ汁・スパ
ゲティサラダ・豚肉炒
め・あんかけ揚げぎ
ようざ・

・ご飯・みそ汁・鮭ム
ニエルきのこあんか
け・水菜とシーチキン
サラダ・スイカ

・ご飯・みそ汁・豚肉
もやしのトマト炒め・
きのこと揚げのあっさ
り煮・きゅうりとカニカ
マのポン酢

夕

・天津飯・水餃子・し
しゃもの南蛮漬け・ツ
ナとアスパラのサラ
ダ・

・ご飯・みそ汁・なめこ
入りおろし和え・わさ
び漬け・塩味風焼き
肉

・ご飯・みそ汁・生姜
焼き・里芋の煮物・
ほっきサラダ

・ご飯・中華スープ・
ハンバーグ・ナポリタ
ン・エビフライ・水菜
サラダ

・いかめし・みそ汁・
鶏からあげあんか
け・わかめの山芋み
ぞれ和え・ししゃも南
蛮漬け

・ご飯・みそ汁・高野
とうふの煮物・いんげ
んの和えもの・豚角
煮

・ご飯・みそ汁・信田
巻き風煮・さつま芋の
あげ煮ピーナツ和え・
フルーツ寒天

24 25 26 27 28 29 30

朝
・ご飯・みそ汁・ロー
ルキャベツ・サバ味
噌煮・野菜サラダ

ご飯・みそ汁・ホッケ
西京みそ焼き・ブナ
―ピーとモヤシの卵
とじ・ほうれん草お浸
し

・ご飯・みそ汁・豚の
カツ煮風・白菜お浸
し・アスパラベーコン
炒め・メロン

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・ウイン
ナーとブロッコリーの
炒め・かまぼこ・とこ
ろ天

・ロールサンド・いん
げんの肉巻き・野菜
サラダ・ポテトポター
ジュ

・ご飯　・みそ汁　・
ホッケ焼き　・出し巻
き卵　・豚肉の味噌
炒め　・昆布の佃煮

・ご飯　・みそ汁　・水
菜とツナのサラダ　・
里芋とふきの煮物　・
鮭の味噌漬け焼き

昼

・ご飯・みそ汁・サー
モン刺身・アボカドと
ゴボウのサラダ・ふき
と天カマの炒め

・具たくさん焼きそ
ば・さつまいも手ずく
りミニコロッケ・野菜
添え・中華スープ・ス
イカ

・ご飯・さつま汁・もや
しのナムル・いわしの
煮付・あさり酒蒸し

・エビ天そば・漬け
サーモン・モヤシの
チャンプル

・彩冷やしそーめん・
揚げだし豆腐あんか
け・茹でアスパラとサ
サゲのマヨネーズ／
やわらか金平

・カレーライス　・卵
スープ　・バナナヨー
グルト　・野菜と蒲焼
きの和え物

・ご飯　・みそ汁　・白
身フライタルタル添え
・さらし鯨　・プラムの
生ハム巻き　・野菜サ
ラダ

夕
・ご飯・三平汁・チキ
ン南蛮・さつま芋サラ
ダ・ナメタケ和え

・カレーライス・みそ
汁・ブロッコリーのご
まドレッシング・枝豆

・ご飯・みそ汁・メンチ
カツ・ミックスフライ・
オニオンリング・きゅ
うり酢の物

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・イカと野菜のミッ
クスサラダ・サバ西京
漬け・メロン

・ピラフ　・オニオン
ベーコンスープ　・マ
カロニサラダ　・鶏肉
のチリソース炒め

・ご飯　・みそ汁　・白
身魚とエビフライ　・
茹でカリフラワー　・
枝豆　・南瓜の甘煮

・ご飯　・みそ汁　・鶏
肉甘酢煮　・豚野菜
炒め　・酢ダコ　・卵
豆腐
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