
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

1 2

朝
・ご飯・みそ汁・ウイン
ナー炒め・南瓜・豆・
長芋

・ご飯・みそ汁・鮭焼
き・煮豆・しゅうまい・
イカ塩辛

昼
・ご飯・みそ汁・豚肉
生姜焼き・筑前煮・た
くあん

・ご飯・みそ汁・ハン
バーグ・春巻き・ハッ
シュドポテト・刺身こ
んにゃくの酢味噌和
え・漬物

夕

・たけのこご飯・はた
はた汁・タラモサラ
ダ・ナスひき肉でんが
く・

／ご飯・みそ汁・魚・
シーチキンサラダ・ナ
スの甘酢かけ・トマト
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朝
・ご飯・みそ汁・あん
かけ餃子・タラコ巻き
玉子焼き・鰊数の子

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・ポテトサラダ・
黒豆・五目きんぴら

・ご飯・みそ汁・もやし
玉子とじ・水菜とツナ
のポン酢和え・煮豆

・ご飯・みそ汁・根菜
サラダ・バナナ・ししゃ
も・納豆

・ご飯・みそ汁・天カ
マ・ハムエッグ・鮭焼
き・煮豆

・ご飯・みそ汁・サバ
味噌煮・大根の煮
物・牛蒡サラダ

・ご飯・みそ汁・ボ
ローニアｿｰｾｰｼﾞ・
ミートボール・キュウ
リもやしのサラダ・煮
豆

昼
・山菜おこわ・みそ
汁・かぼちゃ天ぷら・
温野菜サラダ

・カレーライス・みそ
汁・水菜サラダ・こん
にやくサラダ・バナナ

・ご飯・三平汁・かぼ
ちゃサラダ・ナス揚げ

・ご飯・みそ汁・和風
おろしハンバーグ・グ
リーンアスパラ・ほう
れん草の白和え・柿

・ご飯・みそ汁・天カ
マ・ハムエッグ・鮭焼
き・煮豆

・ご飯・みそ汁・カツ
玉子とじ・ごま風味生
野菜サラダ・昆布佃
煮

・ご飯・みそ汁・ちくわ
炒め・肉と野菜炒め・
梨

夕
・親子丼・わかめスー
プ・ピーマンのお浸
し・牛蒡サラダ

・ご飯・みそ汁・鶏肉
のピカタ・里芋の煮
物・マカロニサラダ

・ご飯・みそ汁・とうふ
サラダ・大根と鶏肉の
煮物・イカとエリンギ
のバター炒め

・ご飯・みそ汁・鮭ホ
イル焼き・かぼちゃ
煮・きゅうりとおかか
の和え物

・栗ごはん・みそ汁・
しゃぶしゃぶサラダ・
エビとブロッコリーの
マヨサラダ・梨のコン
ポート

・ご飯・みそ汁・マカロ
ニ玉子サラダ・揚げ
だし豆腐・紅鮭・カニ
カマ酢の物・バナナ

・ご飯・蕎麦・ポテトサ
ラダ・おくら昆布和え・
サンマとホーレンソウ
の和え
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朝

・ご飯・みそ汁・ｿｰｾｰ
ｼﾞトマトサンド・ひき肉
と白滝のすき焼き風・
変わり豆腐・梨・ぶど
う

・ご飯・みそ汁・ししゃ
も・てんかまと山菜の
煮物・鶏肉とチンゲン
菜のクリーム煮

・ご飯・みそ汁・ミート
ボール・スクランブル
エック・煮豆・牛蒡サ
ラダ

・ご飯・みそ汁・ウイン
ナーとピーマン炒め・
煮豆・漬物

・ご飯・みそ汁・焼き
サバ・ほっきサラダ・
玉子焼き・漬物

・ご飯・みそしる・塩さ
ば・ミートボール・煮
豆・きゅうりハムの胡
麻サラダ・

・鮭雑炊・みそ汁・焼
き豚ハム・生春巻き・
黄桃

昼
・ご飯・みそ汁・いか
大根・ロールキャベ
ツ・かぼちゃサラダ

・ナポリタン・きのこ玉
子スープ・さんまと
ピーマンの和え物・桃

・彩冷やしそーめん・
南瓜含め煮・揚げな
すの味噌炒め・いな
り寿司

・なすとひき肉のカ
レーライス・マカロニ
玉子サラダ・オニオン
スープ・フルーツ

・ご飯・けんちん汁・
しょうが焼き・レタスト
マト添え・水菜とシー
チキンサラダ・漬物

・２色そぼろ丼・みそ
汁・かぶと人参の煮
物・竹輪とゴボウの
胡麻炒め・長いもの
酢の物

・ご飯・みそ汁・棒棒
鶏風サラダ・ほうれん
草と人参の白和え・
真たらの南蛮漬け
風・梨ヨーグルト

夕

・ご飯・みそ汁・白身
魚フライ・揚げぎょう
ざ・きゅうり酢のもの・
ゆばの煮物・しいた
けバター焼き

・ご飯・みそ汁・チー
ズハンバーグ・人参
グラッセ・パイン添え・
さつま芋と水菜サラ
ダ・漬物

・ご飯・みそ汁・豚肉
と竹の子のキムチ炒
め・鮭の甘酢あんか
け・フルーツポンチ・
青菜

ご飯・みそ汁・わらび
竹輪の土佐煮・さん
ま煮付・梅きゅうり

・ご飯・みそ汁・ささげ
の胡麻和え・かぼ
ちゃのムース・茶わ
ん蒸し

・カレーライス・もやし
スープ・水菜シーチキ
ンのポン酢和え

・ご飯・つみれ汁・手
羽元と大根のさぱり
煮・マカロニサラダ・
にしん漬け
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朝
ご飯・みそ汁・ウイン
ナー炒め・焼きピーマ
ン・刺身こんにゃく

ご飯・みそ汁・水ぎょ
うざ・マーボー豆腐・
春雨

・ご飯・みそ汁・厚焼
き卵・ウインナー・
チーズシュウマイ・
ミートボール・煮豆

・ご飯・みそ汁・焼き
魚・黄桃・らっきょ・
ぎょうざ

・栗ごはん・みそ汁・
焼き魚・だし巻き玉
子・温野菜のステック
サラダ・梨

・ごはん・みそ汁・目
玉焼き・筑前煮・根菜
サラダ・黒豆

・ご飯・みそ汁・なっと
う・長芋サラダ・中華
春雨・フルーツ

昼
・ご飯・みそ汁・鮭西
京焼き・麻婆チキン・
白桃

・ご飯・ワカメスープ・
白身魚フライ・野菜添
え・うにみそ・栗豆腐・
バナナ

・焼きそば・マーボー
なす・野菜スープ・バ
ナナヨーグルト

・ご飯・みそ汁・酢豚・
きゅうりとわかめの酢
の物・かぼちゃとささ
げのの物・りんご・梨

・ピラフ・きのこスー
プ・ポテトサラダ・春
巻き・果物

・冷麦・エビとマカロ
ニのクリームサラダ・
長芋と豚肉の炒め・
梨

・ミートスパゲティ・和
風カプリチョウザ・南
瓜スープ・フルーツ

夕

・ご飯・みそ汁・山賊
焼き・春雨ときのこの
ゆず風味・牛蒡サラ
ダ・梨

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・柿なます・切干大
根金平風

・ご飯・肉だんごスー
プ・鶏大根・レンコン
サラダ・フルーツミッ
クス

・ご飯・みそ汁・鶏肉
マヨネーズ焼き・長芋
サラダ・ほうれん草と
きのこの和え物

・ご飯・クリームシ
チュ・ふきとさつま揚
げの煮物・アスパラト
マトの胡麻和え

・ご飯・みそ汁・鶏肉
の塩こしょう炒め。か
ぼちゃの煮物・おくら
とろろ・らっきょう

・シーフードピラフ・玉
子スープ・野菜サラ
ダ・ポークソテー・粉
ふき芋
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朝
・ご飯・みそ汁・鮭ム
ニエル・水菜とツナポ
ン酢・煮豆

・ご飯・中華スープ・
鮭焼き・豆腐のあん
かけ・イカわさび漬け

・ご飯・みそ汁・厚焼
き卵・なめたけ和え・
煮豆

ご飯・みそ汁・赤魚の
かす漬け・ゴーヤチ
ヤンプル・オクラとえ
のきの和え物

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・ウインナー・
ベーコン炒め・

・ご飯・みそ汁・炒り
卵・ｿｰｾｰｼﾞロール・
ミートボール・マー
ボー春雨

・ご飯・みそ汁・ムツ
西京漬け・ナス味噌
炒め・うま煮

昼

・ご飯・みそ汁・カレー
煮付・揚げだし豆腐・
ホーレンソウとナメタ
ケ和え・フルーチェフ
ルーツ

・ご飯・みそ汁・サバ
味噌煮・かぼちゃサ
ラダ・ピーマンとひき
肉のあんかけ

・ご飯・スープ・ホイ
コーロ・マカロニサラ
ダ・里芋と竹輪煮・フ
ルーツ

・スパゲティ・玉子
スープ・白菜サラダ・
イチゴヨーグルト

・豚丼・みそ汁・柿と
きゅうりの酢物・味噌
おでん・バナナ

・ご飯・みそ汁・もずく
酢・具たくさんの煮
物・塩さば・漬物

・ご飯・味噌汁・ジン
ギスカン・水菜とシー
チキンのごまドレ・パ
イン

夕

・トマトシチュー・ご
飯・バジルｿｰｾｰｼﾞ・
エリンギとブロッコ
リーのソテー・玉子
ディップ

・ご飯・みそ汁・きのこ
ハンバーグ・粉ふき
芋・野菜添え・きゅう
りの酢の物・柿

・ご飯・すりみ汁・ナス
素揚げ・ポテトサラ
ダ・切干大根の煮物

・ご飯・みそ汁・豚肉
ソース焼き・麻婆茄
子・酢の物

・シーフードカレー・吸
い物・茹で卵・トマト
サラダ・梨

・ご飯・みそ汁・ミニミ
ニさつまいもコロッケ
野菜添え・ミカン・天
カマ入りきんぴらごぼ
う・梨

・ご飯・みそ汁・豚す
き焼き・温泉玉子・リ
ンゴチーズ・茶そばと
おくらのつみれ汁
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