
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・焼つぼ鯛・
カニカマ・杏漬け・和風ス
クランブルエッグ・ほうれ
ん草の胡麻和え・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・黒
豆・ウインナー・コロッケ・
きんぴらごぼう・ゆでブ
ロッコリー・牛乳

昼
塩ラーメン・おにぎり・茄
子とピーマンの味噌炒
め・漬物

唐揚げ丼・味噌汁・コーン
サラダ・バナナとパイン

夕

鮭ご飯・味噌汁・豚肉とレ
タスの重ね蒸し・マカロニ
サラダ・ニラの卵とじ・煮
豆・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・いかじゃが
煮・うま煮・鯖の塩焼き・
煮豆・漬物
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朝
ご飯・味噌汁・卵焼き・焼
ほっけ・佃煮・南瓜煮・野
菜サラダ

ご飯・味噌汁・焼秋刀魚・
南瓜・茄子とピーマンのピ
リ辛炒め・豚肉とキャベツ
の炒め物・梅・みかん・牛
乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
昆布巻き・とろろ芋・りん
ごの甘煮・小松菜の胡麻
和え・きんぴらごぼう・牛
乳

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・きんぴらごぼう・
生姜焼き・梅干・コロッケ・
牛乳

ご飯・鶏手羽元の醤油
煮・ほうれん草とツナのポ
ン酢和え・秋刀魚の蒲
焼・杏漬け・だし巻き卵・
昆布巻き

ご飯・味噌汁・おから・天
かま・椎茸とハムの炒め
物・焼ほっけ・和風スクラ
ンブルエッグ・牛乳

ご飯・味噌汁・煮豆・おか
ら和え・にらの卵とじ・焼
紅鮭・フルーツ・牛乳

昼
生寿司・稲荷寿司・お吸
い物・おはぎ

チャーハン・卵スープ・芋
とひき肉の煮物・キャベツ
のサラダ・フルーツポンチ

梅とろろそば・てまりむす
び・ポテトコロッケ・梨のコ
ンポート

焼きそば・稲荷寿司・南瓜
煮

塩ラーメン・おにぎり・茄
子とピーマンの味噌炒
め・南瓜煮

きつねそば・稲荷寿司・煮
豆・小松菜の胡麻和え

カレーライス・卵スープ・
野菜サラダ・フルーツポン
チ

夕
かに飯・そうめん汁・野菜
の卵とじ

チキンカレー・卵スープ・
野菜サラダ・みかん

ご飯・すり身汁・牛とじ・わ
さび菜の和物・南瓜団子

ご飯・味噌汁・切干大根・
焼つぼ鯛・ほうれん草の
お浸し・鶏ひき肉と大根の
コンソメ煮

生姜ごはん・串揚げ・味
噌汁

ご飯・南瓜煮・卵焼き・煮
豆・焼鯛・山菜きんぴらサ
ラダ

海老炒飯・味噌汁・南瓜
団子・もやしのナムル・ふ
きと揚げの煮物
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朝

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
ツナと竹輪の和え物・大
根もち・煮豆・切り昆布・
牛乳

ご飯・味噌汁・漬物・鮭・
卵焼き・大根おろし・玉ね
ぎの天ぷら

生姜ご飯・味噌汁・厚揚
げの生姜焼き・ウイン
ナー・煮豆・おから・ピー
マンとハムの炒め物・牛
乳

生姜ご飯･味噌汁･厚揚げ
の生姜煮・ウｲンナー･煮
豆・おから・ピーマンとハ
ムの炒め物・牛乳

ご飯・味噌汁・ほうれん草
の胡麻和え・鶏手羽元の
酢醤油煮・たらこの和え・
オムレツ・ウインナー・煮
豆・牛乳

ご飯。・味噌汁・ささぎと芋
の煮物・赤魚粕焼き・ソー
セージ・きんぴらごぼう・
だし巻き卵・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
大根と天かまの煮物・フラ
イドポテト・おから・フルー
ツ・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・小松菜の
胡麻和え・煮豆・チャー
シュー・さつま芋・梅・玉
ねぎとひき肉の卵とじ

おにぎり・ふかし芋・鉄板
焼（南瓜・野菜）

キーマカレー・卵スープ・
ポテトサラダ・フルーチェ

キーマーカレー・玉子
スープ・ポテトサラダ・フ
ルーチｴ

鮭おにぎり・すまし汁・ジ
ンギスカン・煮玉子

鶏天丼・オニオンスープ・
ほうれん草の胡麻和え・
パイントみかん

かきあげそば・おにぎり・
芋と天かまの煮物

夕

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・煮豆・ブロッコリー・南
瓜の煮物・海老入野菜の
天ぷら

ご飯・味噌汁・南瓜の鶏
そぼろあんかけ・焼秋刀
魚・ふきと蕨の煮物

混ぜご飯・味噌汁・すき焼
き・南瓜煮

混ぜご飯･すき焼き･かぼ
ちゃ煮･味噌汁

海鮮丼・ソーメン汁・煮
豆・なま酢

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・肉じゃが・高野豆腐の
煮物

ご飯・味噌汁・焼秋刀魚・
茄子の天ぷら炒め・ハン
バーグ・煮豆
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朝

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・ひじき煮・きんぴらご
ぼう・ポテトサラダ・さつま
芋煮

ご飯・味噌汁・焼鮭・昆布
巻き・ソーメン南瓜と油揚
げと椎茸の煮物・ソー
セージとピーマンの卵と
じ・牛乳

ご飯・味噌汁・和風スクラ
ンブルエッグ・おから・煮
豆・ポテトサラダ・つぼ鯛
西京焼き・牛乳

ご飯・味噌汁・キャベツの
油炒め・カレーコロッケ・
ひじき煮・ミートオムレツ・
梅干・パイナップル・牛乳

ご飯・味噌汁・ミニハン
バーグ・焼鮭・昆布かつ
お・南瓜煮

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
焼宗八・ベーコン・煮豆・
ポテトサラダ・フライドポテ
ト・梅・牛乳

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
蒲焼・ミートローフ・フライ
ドポテト・大学芋・らっ
きょ・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・鶏肉の唐
揚げ・オニオンコロッケ・
カニクリームコロッケ・煮
豆・紫蘇巻味噌

カレーライス・卵スープ・
味噌紫蘇巻き・甘豆・み
かん

中華丼・煮豆・カイワレの
ハム巻き・ふかし芋・メロ
ンとパイン

かき揚げうどん・稲荷寿
司・煮豆・フルーツポンチ

五目おにぎり・中華スー
プ・お好み焼き・ふろふき
大根・煮豆

ご飯・味噌汁・ロール白
菜・煮豆・南瓜煮・佃煮・
焼赤魚

炊き込みご飯・味噌汁・か
ぶとひき肉の煮物・卵味
噌・しば漬け・パイナップ
ル

夕
ご飯・味噌汁・茄子と天か
まの味噌炒め・煮豆・卵
巻き・ほっけ・柿

ご飯・味噌汁・煮豆・ポテ
トコロッケ・茄子の揚げ浸
し・きんぴらごぼう

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・塩もみキャベツ・
南瓜煮・おでん・煮豆

ご飯・味噌汁・焼秋刀魚・
茄子の味噌炒め・かまぼ
こ・いかじゃが煮

ジンギスカン・豚汁・おに
ぎり・煮豆・柿

ご飯・味噌汁・鱈フライ・
肉じゃが・南瓜団子

ご飯・味噌汁・豆腐と茄子
とピーマンの揚げ出し・煮
豆・カニカマ・焼つぼ鯛・タ
ラ子と白滝と天カマの煮
物
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朝

ご飯・味噌汁・じゃがいも
と天カマときのこの煮物・
漬物・卵焼き・人参サラ
ダ・ほうれん草のお浸し・
牛乳

ご飯・味噌汁・豚肉ともや
しの醤油炒め・チーズ入
スクランブルエッグ・さつ
ま芋煮・紫蘇巻き味噌・秋
刀魚の蒲焼・柿・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼・き
のこと天ぷらの炒めもの・
焼鯖・煮豆

ご飯・味噌汁・和風スクラ
ンブルエッグ・青のり・煮
豆・ささみの竜田焼き・茄
子とピーマンの味噌炒
め・牛乳

ご飯・味噌汁・焼きほっ
け・ペンネアラビアータ・
ウインナー・白菜のお浸
し・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・卵焼き・昆
布の佃煮・かすべの煮付
け・漬物・小松菜の胡麻
和え・みかん・牛乳

ご飯・味噌汁・卵焼き・焼
き鯖・ほうれん草とウイン
ナーのバター炒め・昆布
の佃煮・漬物

昼
豚丼・味噌汁・さつま芋サ
ラダ・胡瓜とわかめの酢
のもん

おにぎり・豚汁・焼鮭・煮
豆・漬物

ラーメン・たらこご飯・じゃ
が芋煮・ゆで卵・梨

ピラフ・味噌汁・煮豆・肉
じゃが・卵とブロッコリーと
人参のサラダ

チキンタルタル丼・味噌
汁・ポテトサラダ・キャベ
ツとシーチキンの炒め物

うどん・稲荷寿司・黒豆・
たくあん

おにぎり・ポテトコロッケ・
アメリカンドッグ・唐揚げ・
生ハム・南瓜煮・肉団子
の甘酢あんかけ

夕
中華丼・味噌汁・かすべ
の煮付け・南瓜煮

ご飯・味噌汁・ふきときの
この油炒め・ハンバーグ・
ふかし芋・煮豆

カレーライス・大根とがん
もの煮物・柿

ご飯・水餃子スープ・チキ
ン南蛮・昆布の含め煮・
漬物・洋梨

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ハンバーグ・焼魚・ほうれ
ん草のお浸し・胡瓜の漬
物

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・茄子とピーマンの
味噌炒め・焼きつぼ鯛・
漬物

ご飯・味噌汁・揚げ出し豆
腐・さつま芋煮・焼鮭・白
菜のお浸し
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