
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・焼塩鯖・柴
漬け･大根と人参と天か
まの煮物・水菜サラダ

ご飯・味噌汁・銀ガレイ味
醂漬焼・青椒肉絲・ほうれ
ん草の胡麻和え・くるみ
白じゃこ

昼
納豆炒飯・ワカメスープ・
鶏キムチ・かに玉・白菜と
春雨の煮物

ワカメ入おにぎり・焼そ
ば・煮しめ・ゼリー

夕
秋刀魚の蒲焼丼・豚汁・
ラーメンサラダ・キウイフ
ルーツ

ハヤシライス・白菜の玉
子とじスープ・水菜のサラ
ダ・みかんとキウイのヨー
グルト和え
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朝
ご飯・南瓜スープ・かに
玉・ハムサラダ・マンゴー
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・筑前煮・焼
つぼ鯛・胡瓜とワカメとナ
ルトの酢の物

炊き込みご飯・味噌汁・焼
紅鮭・舞茸の天ぷら・ニラ
の玉子とじ・黒豆

鮭と舞茸の炊き込みご
飯・味噌汁・うま煮・漬物・
ニラ入玉子焼き

ご飯・生姜肉団子スープ・
おふくろ煮・キャベツと帆
立のチヂミ・胡瓜の漬物

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
白菜の酒蒸し・オホーツク
サラダ

ご飯・味噌汁･煮物・ひじ
きの炒め煮・鱈の粕漬け
焼・煮豆・漬物

昼
ちらし寿司・水餃子スー
プ・オレンジ・ミルフィーユ
ケーキ

豚丼・漬物・ポテトサラダ・
さつま芋の甘煮

讃岐うどん・わかめおに
ぎり・焼餃子・春雨の酢の
物

ご飯・オニオンスープ・春
巻き・ほうれん草の鯖缶
和え・黒豆の煮豆・胡瓜
の酢の物・キウイと黄桃

そば・稲荷寿司・肉じゃ
が・煮豆・漬物・フルーツ

カレーライス・玉子スー
プ・キャベツの梅肉和え・
煮豆・バナナとマンゴー

山菜炊き込みおこわ・味
噌汁・切干大根煮・コロッ
ケ・秋刀魚の唐揚げ・コー
ルスローサラダ・桃とマン
ゴー缶とバナナ

夕

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
牛肉と牛蒡の炒め煮・油
揚げとえのき茸の酢の
物・手作り羊羹

ご飯・味噌汁・梅肉入ささ
みカツ・ブロッコリー・蕗と
油揚げの煮物

ご飯・味噌汁・和風煮込
みハンバーグ・さつま芋と
じゃが芋のサラダ・オレン
ジとキウイ

ご飯・味噌汁・たらこの子
和え・キャベツとベーコン
のコンソメ煮・焼塩鯖・煮
豆・たくあん

豚玉丼・味噌汁・人参と
ピーマンとミートボールの
甘酢炒め・大根とワカメの
梅肉ポン酢和え

ご飯・味噌汁・おからハン
バーグ・中華サラダ・たく
あん

親子丼･味噌汁・紅じゃ
こ・たくあん
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朝

ご飯・味噌汁・天かまと大
根と人参の煮物・長芋の
梅肉和え・胡瓜の味噌漬
け・焼ほっけ

ご飯・味噌汁・小松菜と油
揚げの煮びたし・スクラン
ブルエッグ・納豆

ご飯・味噌汁・真鱈の甘
酢あんかけ・煮玉子・たく
あん・昆布の佃煮

ご飯・とうもろこし汁・茄子
焼き・わかめサラダ・マン
ゴーヨーグルト

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ねぎのなめ茸和え・ナス
のカレー炒め・漬物

牛蒡と鶏肉の炊き込みご
飯・味噌汁・塩鯖・漬物・
南瓜のそぼろあんかけ

ご飯・味噌汁・焼鮭・ポテ
トサラダ・ほうれん草胡麻
和え・スクランブルエッグ

昼
天丼・味噌汁・ほうれん草
と人参の白和え・たくあ
ん・伊予柑

カレーそば・シャドーク
イーンサラダ・らっきょの
酢の物・フルーツ

オムライス・ポテトサラダ・
わかめスープ

炊き込みカレーピラフ・コ
ンソメスープ・さつま芋の
サラダ

ご飯・玉子スープ・鶏の照
焼き・白菜とツナのポン酢
和え・削りぶし昆布・蜜
柑・黄桃

カレーライス･青梗菜スー
プ・わかめと春雨の酢の
物・ポテトサラダ・フルー
ツゼリー

味噌ラーメン・ピラフ・南
瓜煮・胡瓜とオホーツクの
和え物・苺

夕
ご飯・玉子スープ・鶏のか
ら揚げ・大根サラダ・フ
ルーツみつ豆

ちらし寿司・お吸い物・野
菜の豚肉巻き・ささみサラ
ダ・おかか昆布

ご飯・味噌汁・天ぷら（海
老・茄子・ひじき）・ワカメ
の酢の物・厚揚げ豆腐の
すき煮・煮豆

ご飯・味噌汁・メンチカツ
（キャベツ添）・あんかけ
豆腐・みかん

豚丼・味噌汁・ひじきと牛
蒡の炒め煮・漬物

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・大根サラダ・さつま
芋の甘煮

そぼろ丼・味噌汁・なま
酢・煮豆・三色白玉団子・
バナナと桃
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朝
ご飯・味噌汁・南瓜煮・大
根サラダ・ほうれん草煮

ご飯・味噌汁・大根の天
かま煮・玉子豆腐・玉ね
ぎとモーニングサーブの
炒め物・焼鮭

ご飯・味噌汁・切干大根
煮・ふり塩つぼ鯛焼・春雨
のカレー風味炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・ベーコン
焼・南瓜煮・大根サラダ

ご飯・味噌汁･大根のそぼ
ろ煮・ほうれん草の三升
漬和え・ナルトと生揚げの
炒め物

ご飯・味噌汁・焼鮭・大根
とはんぺんの煮物・白菜
の梅肉和え・たくあん

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
南瓜煮・スクランブルエッ
グ・煮豆・漬物

昼
ご飯・鮭シチュー・鱈のム
ニエル・マカロニサラダ・
ささげとひじきの煮物

親子丼・味噌汁・白菜の
梅肉和え・南瓜煮

カレーライス・わかめと玉
子のスープ・たらこスパ・
黄桃とバナナ

おにぎり・焼そば・ニラ玉
スープ・ポテト玉子サラ
ダ・たくあん・みかん

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ・スパゲティサラダ・煮
豆

ご飯・豚汁・ふろふき大
根・春雨とわかめの酢の
物・糠秋刀魚焼

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・茄子と小松菜の
カレー炒め・マカロニサラ
ダ

夕
ご飯・豚汁・鶏肉のトマト
煮・ポテトサラダ・マン
ゴーと蜜柑とバナナ

ひじきの炊き込みご飯・
味噌汁・メンチカツ・ふろ
吹き大根・たくあん

ご飯・味噌汁・海老ちり・
茄子焼・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
肉じゃが・白菜の胡麻和
え・牛乳寒天蜜柑添

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・ほうれん草サラダ・
みかんとマンゴー

親子丼・味噌汁・マカロニ
サラダ・白菜梅肉和え・た
くあん

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・うまみ昆布・たくあん・
苺
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朝
ご飯・味噌汁・つぼ鯛・
ラーメンサラダ

サンドイッチ（ハムとチー
ズと胡瓜と炒り玉子・ゆで
卵のマヨ和え・トマトと
シーチキン・苺と生クリー
ム）・肉団子シチュー

ご飯・味噌汁・肉団子と白
菜の甘酢あんかけ・南瓜
煮・さつま芋甘煮

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・シーチキンサラ
ダ・松前漬・煮豆

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・ポ
テトサラダ・ほうれん草の
胡麻和え・うまみ昆布

ご飯・味噌汁・大根サラ
ダ・かすべ煮・椎茸焼・マ
ンゴヨーグルト

ご飯・なめこ汁・煮物・納
豆・焼鮭・煮豆

昼
ミートスパゲティ・玉子と
ベーコンのスープ・ほうれ
ん草のなめ茸和え・煮豆

そば・梅かつおおにぎり・
水菜サラダ

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
豆腐のすき煮・小松菜と
竹輪の梅紫蘇ドレッシン
グ和え・たくあん

カレーうどん・春雨とわか
めの酢の物・バナナと蜜
柑缶

あんかけ炒飯・中華風
スープ・わさび菜のなめ
茸和え・浅漬けたくあん

きのこご飯・きのこ汁・豚
肉とひら茸の炒め物・な
ま酢

クリームパスタ・コンソメ
スープ・ジャーマンポテト・
きのこと青梗菜のバター
ソテー

夕

ご飯・味噌汁・五目ひじき
炒め・もずくと胡瓜の酢の
物・鱈のカレー風味焼き
のこのソテー添

親子丼・味噌汁・ポテトサ
ラダ・たくあん・キャベツの
梅肉和え

ご飯・味噌汁・唐揚げ・ワ
カメの酢の物

ご飯・味噌汁・天ぷら（鶏
肉・海老・さつま芋・オ
ホーツク）・ゆで卵サラダ・
パインヨーグルト

ご飯・味噌汁・鱈と鶏肉の
フライタルタルソースが
け・肉じゃが・煮豆

ご飯・にら玉スープ・きの
こと青梗菜ソースのハン
バーグ・ポテトサラダ・たく
あん・桃缶

豚丼・味噌汁・もやしと水
菜のサラダ・さつま芋の
甘煮
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朝
ご飯・味噌汁・ソーセージ
焼・天ぷら炒め・芋煮・ワ
カメサラダ

昼

クリームチーズリゾット・
ベーコンと玉子のスープ・
南瓜のあんかけ・煮豆・
昆布巻

夕

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・山菜とがんもの
煮物・ほうれん草の胡麻
和え・りんご
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