
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1

朝

・ご飯・味噌汁・ソー
セージのチーズ炒
め・ところてん・スクラ
ンブルエッグ

昼

・ご飯・味噌汁・五目
豆腐の中華あんか
け・なすの煮びたし・
鮭焼・昆布の佃煮

夕
・ピラフ・かに玉スー
プ・ホイコーロー・漬
物・佃煮
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朝

・ご飯・ワカメスープ・
卵焼き・ちくわサラ
ダ・ウインナー・フ
ルーチェ

・ご飯・味噌汁・あじ
塩焼・ほうれん草の
ナメタケ和え・アスパ
ラとベーコン炒め

・ご飯・味噌汁・鮭焼・
おでん・漬物

・ご飯・味噌汁・めか
ぶ・ごぼうサラダ・人
参の煮物

・ご飯・味噌汁・ところ
天・中華春雨・ウイン
ナーとチンゲン菜炒
め

・ご飯・春雨スープ・
納豆・目玉焼・ベーコ
ンとアスパラ炒め

・ご飯・味噌汁・アボ
カドサラダ・きのこの
炒め物・生あげの煮
物

昼
・ご飯・味噌汁・ナス
のはさみ揚げ・水菜
サラダ・フルーツ

・漬けサーモン・味噌
汁・煮豆・きゅうり酢
の物・フルーツ

・ご飯・味噌汁・昆布
はんぺんの煮物・レ
タスサラダ・かすべの
煮付・フルーチェ

・冷やしラーメン・か
ぼちゃサラダ・鶏もも
のソテー

・カレーライス・きのこ
スープ・ブロッコリー
とハムのサラダ

・お寿司セzつと＜蕎
麦・天ぷら盛り合わ
せ＞・茶わん蒸し

・ご飯・味噌汁・ししゃ
も唐揚げ・春雨サラ
ダ・にらとモヤシのお
浸し

夕

・ご飯・味噌汁・スンド
ウブ・かりんとう揚げ
の卵とじ・みかん・漬
物

・ご飯・味噌汁・赤魚』
西京漬け・ごま和え・
サラダ・漬物

ご飯・味噌汁・塩こう
じ焼豚肉・にらお浸
し・ところ天・レタスと
トマト

・ご飯・味噌汁・ポテト
コロッケ・胡瓜の酢の
物・煮豆

・ご飯・味噌汁・揚げ
だし豆腐・春菊とブ
ロッコリーのマヨネー
ズ和え・里いもと山菜
の含め煮

・十八穀米・味噌汁・
肉じゃが・カレーの煮
付・もやしとにらのナ
ムル・りんご

・ご飯・味噌汁・鶏照
り焼き・ナスと玉葱の
炒め・漬物・フルーツ
ヨーグルト
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朝

・ご飯・味噌汁・さわら
西京漬け・水菜とツ
ナのポン酢和え・小
松菜と油揚げの煮浸
し

・ご飯・味噌汁・ほっ
け焼・昆布巻き・もず
く・おくら入りとろろ・
漬物

・ご飯・味噌汁・天カ
マの煮物・煮豆・わさ
び漬け・コールスロー
サラダ

・ご飯・味噌汁・煮込
みハンバーグレタス
添え・厚焼き玉子・ほ
うれん草の胡麻和
え・果物

・ご飯・味噌汁・目玉
焼き・鯖焼き・天カマ
焼・マカロニサラダ

・ご飯・味噌汁・餃子
の玉子あんかけ・ウ
インナーケチャプ炒
め・煮豆

・ご飯・味噌汁・ほっ
け味醂焼・ふきのや
わらか煮・厚焼き玉
子・白菜のお浸し

昼
・ご飯・味噌汁・さつ
ま芋のオレンジ煮・刺
身盛り・白菜のお浸し

・ご飯・えびマヨ・鶏の
から揚げ・野菜サラ
ダ

・ハヤシライス・キャ
ベツのスープ・マカロ
ニサラダ・フルーチェ

・ご飯・味噌汁・お好
み焼きそば・サーモン
マリネ・ほうれん草と
人参の白和え・里芋
と厚揚げの煮物

・かやくご飯・なめこ
汁・酢豚・酢の物・り
んご

・ご飯・味噌汁・鶏の
塩焼・アボカドサラ
ダ・フルーツ缶

・ご飯・味噌汁・ポテト
コロッケ・ひじきの煮
物・煮りんごのヨーグ
ルトかけ

夕

・ご飯・餃子スープ・
南瓜サラダ・ナメタケ
と胡瓜の和え物・カブ
とひき肉の中華あん
かけ

・ご飯・味噌汁・かす
べ煮付・〆さばのポ
ン酢和え・ラーメンサ
ラダ・メロン

・ご飯・味噌汁・塩さ
ば焼・おろし添え・ポ
テトサラダ・南瓜の含
め煮・漬物

・ご飯・味噌汁・ぶり
大根・ポークソテー・
胡瓜とカニカマの酢
物

・ご飯・豚汁・ぶりネ
ギ塩焼・フルーツ＜
キゥイフルーツ・パイ
ン＞ブロッコリーサラ
ダ・とびっ子和え

・海鮮丼・すりみ汁・
もずく酢・シーチキン
サラダ・フルーツ

・混ぜご飯・塩汁・金
平ゴボウ・豚肉味噌
焼・クリーミーサラダ
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朝

・ご飯・味噌汁・サー
モン焼・きのこのホワ
イトソースかけ・ほう
れん草のお浸し・漬
物

・ご飯・味噌汁・ほっ
け焼・肉じゃが・白菜
のごま和え・なた割漬
け物

・ご飯・味噌汁・キャ
ベツの甘酢炒め・焼
魚・鰊菜の香り漬け

・ご飯・味噌汁・白菜
の酒蒸し・ちくわサラ
ダ・ほうれん草のナメ
タケ和え

・ご飯・味噌汁・玉子
焼・天カマと昆布・枝
豆の和え・漬物

ご飯・味噌汁・ほっけ
焼魚・煮豆・お浸し

・ご飯・味噌汁・さん
ま焼・ほうれん草お
浸し・玉子焼

昼

ご飯・味噌汁・炭火焼
＜やきとり・さかな・と
うもろこし・ウインナー
＞ゆでたまご・小松
菜の煮びたし

・カレーライス・さつま
芋のサラダ・わかめ
スープ・水ようかん

・ご飯・味噌汁・生姜
焼野菜添え・南瓜の
甘煮・酢の物

・冷やしラーメン・い
んげんの胡麻和え・
昆布と里芋の煮物・
オレンジ

・ご飯・春雨とすり身
のスープ・ししゃもフ
ライ・温野菜のマヨ
ネーズ和え

・カレーライス・ワカメ
スープ・サラダ・りん
ごフルーチェ

・ご飯・味噌汁・から
揚げとエビフライ・か
ぼちゃサラダ・フルー
チェ

夕
・ご飯・味噌汁・真か
れいの煮付・焼きな
す・にらの玉子とじ

・ご飯・味噌汁・焼き
肉<豚もも＞レタスサ
ラダ・ふきの煮物・お
くら和え

・サーモン漬け丼・味
噌汁・サイコロステー
キ野菜添え・マカロニ
玉子サラダ

・ご飯・味噌汁・真た
らの野菜あんかけ・
冷水トマトサラダ・ゴ
ボウのおかか和え

・ご飯・味噌汁・さん
まの梅煮・揚げだし
豆腐・春菊とハムの
サラダ・スイカ

・・豚丼・味噌汁・ひじ
きの煮物・ところてん

・ご飯・さけの味噌
汁・酢豚・ほうれん草
「のごま和え・漬物
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朝

・ご飯・味噌汁・野菜
のケチャプ炒め・大
根サラダ・煮豆・りん
ごフルーチェ

・ご飯・味噌汁・カニ
玉・塩サバ焼・フルー
チェ2種合わせ・漬物

・ご飯・味噌汁・〆さ
ば・山菜の煮物・漬
物

・ご飯・味噌汁・糠さ
んま焼・きゅうりのカ
ニカマ和え・ぜんまい
と天カマ炒め

・ご飯・味噌汁・焼き
魚・ふきの金平・ミッ
クスベジタブルサラダ

・ご飯・味噌汁・さん
まのかばやき・ソー
セージとチーズのとろ
み風和え・漬物

・ご飯・味噌汁・ベー
コンと野菜の炒め煮・
大根の煮物

昼

・ご飯・味噌汁・鮭の
あんかけ・豚しゃぶ
しゃぶサラダ・白菜の
お浸し

・ご飯・味噌汁・カレイ
の煮付・ポテトサラ
ダ・グレープフルーツ

・ご飯・味噌汁・かす
べの煮付・ほうれん
草の菊種和え・白滝
の胡麻炒め

・ご飯・味噌汁・カ
レー風味チキン・鮪
山かけ・フライドポテ
ト・ヨーグルトフルー
ツ

・ご飯・味噌汁・ポテト
コロッケ野菜添え・南
瓜の含め煮・冷や奴・
フルーツポンチ

・ご飯・味噌汁・手羽
元と大根の煮物・生
姜焼野菜添え・パイ
ン

・ご飯・味噌汁・餃子・
やらかきんぴら・シー
チキンサラダ・南瓜煮

夕

・かやくご飯・味噌汁・
切り干大根の煮物・
春雨と錦糸卵のサラ
ダ・パインとオレンジ

・ご飯・味噌汁・さわら
のポン酢焼・ラーメン
サラダ・きんぴらゴボ
ウ

・ご飯・味噌汁・肉
じゃが・肉入り豆腐・
長芋と胡瓜の酢の物

・カレーライス・味噌
汁・こる―スローサラ
ダ・パイン

・ご飯・味噌汁・豚肉
のソテー・ほうれん草
のなめたけ和え・お
でん

・ご飯・味噌汁・真が
れいの煮付・マカロニ
のミモザサラダ・焼な
す

・ご飯・クリームシ
チュー・キャベツと豆
のサラダ・揚げだし豆
腐のみぞれ和え

30

朝

・ご飯・味噌汁・ほう
れん草とハムのソ
テー・ミックスベジタブ
ルと水菜のサラダ・芋
煮

昼
・山菜おこわ・味噌
汁・玉子焼・ウイン
ナー・かすべの煮付

夕
・ご飯・味噌汁・白身
魚のフライ・切干大根
の煮物・ポテトフライ
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