
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・目玉
焼・もずく酢・おから

・ご飯・みそ汁・玉子
焼・煮豆・天カマの醤
油炒め・しそ昆布

昼

・ご飯・みそ汁・高野
豆腐のつみれ煮・鶏
胸肉のサラダ・サー
モンフライタルタル
ソース添え・フル―

・ご飯・ワカメスープ・
チキン南蛮・トマト野
菜添え・ちくわサラ
ダ・フルチェ

夕

・ご飯・みそ汁・きのこ
入りハンバーグ・ささ
げマヨネーズ和え・白
菜お浸し・ポテトサラ
ダ

・かけ蕎麦・（温）・い
なり寿司・サラダ・煮
豆

3 4 5 6 7 8 9

朝
・ご飯・春雨サラダ・
煮込みバーグ・サラ
ダ添え・トマト・漬物

・ご飯・味噌汁・塩焼
サーモン・アスパラの
ベーコン炒め・たくあ
ん

・ご飯・みそ汁・玉子
焼・キャベツと人参の
おかか和え・昆布佃
煮・ウインナー炒め

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・らっ
きょう・めかぶきのこ・
フル―チェ

・ご飯・みそ汁・ボロ
ニアソーセージ・茄子
の煮びたし・煮豆

・ご飯・みそ汁・ピー
マンとウインナーの
炒め・とびっこ和え・
しゅうまい・漬物

・ご飯＆パン（選択）・
みそ汁・目玉焼き・チ
キンナゲット・ゴボウ
サラダ

昼
・ご飯・みそ汁・煮し
め・紫蘇ワカメ佃煮・
酢豚

・１６穀ご飯・なめこ
汁・ミートコロッケ・野
菜添え・焼きなすの
煮びたし・リンゴ

・山菜おこわ・みそ
汁・ミモザサラダ・味
噌味焼き秋刀魚・お
ろし添え・みかん

・いくら丼・たちの味
噌汁・豚ばら大根・
ピーマンと塩コンブ和
え・漬物

・ご飯・みそ汁・春菊
の和え物・ヒレカツ・
キャベツ添え

・ご飯・豚汁・ほうれ
ん草としめじの白和
え・真たらのあんかけ
煮・みかん

・ご飯・ふかひれスー
プ・おでん・マーボー
豆腐・しそ若芽

夕
・チキンライス・煮込
みうどん・漬物・ブ
ロッコリー

・ご飯・みそ汁・しょう
が焼・野菜添え・大根
サラダ・南瓜の煮物

・ご飯・みそ汁・マー
ボー豆腐・大根と鶏
肉の煮物・山いも

・ご飯・スープ・シ
チュー・スパサラダ・
ほうれん草のなめた
け和え

・ピラフ・春雨スープ・
生たらこのこ和え・ブ
ロッコリーサラダ・魚
ハンバーグ

・ご飯・コーンスープ・
ハンバーグ・ポテトサ
ラダ・温野菜

・ピラフ・ポトフ・ミック
スフライ（エビ・ウイン
ナー）ボウルキャベツ

10 11 12 13 14 15 16

朝

・ご飯・みそ汁・真
ほっけ焼・ほうれん草
のおかか和え・出し
巻き玉子・漬物

・ご飯・みそ汁・鯖塩
焼・ウインナーとアス
パラ炒め・きゅうりと
もやしのサラダ

・ご飯・みそ汁・しゅう
まい・めかぶの佃煮・
ほうれん草ときのこ
のお浸し

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・鮭焼

・ご飯・みそ汁・縞
ほっけ焼・里芋とミー
トボール・もやしと
きゅうりのサラダ・

・ご飯・みそ汁・目玉
焼・佃煮・フルーツ

・ご飯・ワカメスープ・
目玉焼・照り焼きチキ
ン・ブロッコリーとツナ
のサラダ

昼
・ご飯・みそ汁・酢豚・
マカロニサラダ・きゅ
うりと長芋の酢の物

・誕生会・生寿司・天
ぷら・茶わん蒸し・お
吸い物

・かき揚げうどん（温
かい）・大学芋風煮・
長芋の味噌味炒め・
フルーツ

・ご飯・三平汁・フキと
生揚げの煮物・りん
ごと柿

・焼そば・いなり寿
司・揚げだし豆腐・塩
コンブの浅漬け

・三色丼・カレー蕎
麦・とりごぼうの煮
物・切干大根の煮
物・たくあん

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・レタスの酢味噌
和え・ほっけ焼

夕

・刺身の盛り合わせ・
豚汁・ほうれん草と
ベーコン炒め・ハム
サラダ・梨

・ご飯・みそ汁・鶏照
り焼き・人参グラッ
セ・マカロニサラダ・
漬物

・ご飯・みそ汁・茄子
の味噌炒め・かぼ
ちゃコロッケ」・カツフ
ライキャベツ添え

・ご飯・みそ汁・ロー
ルキャベツ・切干大
根煮物・海老チリ・レ
タス添え・南瓜漬け

・ご飯・鱈と鮭の寄せ
鍋・漬物

・ご飯・みそ汁・豚肉
ともやしのチャンプ
ル・ほうれん草のお
浸し・白身フライ

・ご飯・みそ汁・わか
さぎの天ぷら・春菊と
カニカマのサラダ・南
瓜の含め煮

17 18 19 20 21 22 23

朝

・ご飯・みそ汁・ウイン
ナーのケチャップ炒
め・ツナときゅうりの
サラダ・塩コンブの佃
煮

・ご飯・みそ汁・玉子
焼・天カマの醤油炒
め・野沢菜漬け

・ご飯・みそ汁・出し
巻き玉子・しゅうま
い・きんぴら

・ご飯（パン）・ポテト
サラダ・ウインナー炒
め・ハムロール・生野
菜・コーンポター
ジュ・フル―チェ

・ご飯・ニラ玉スープ・
舞茸と小松菜の生姜
炒め・もやしとハムの
ポン酢和え・漬物

・梅ご飯・みそ汁・鯖・
煮豆・切干大根・ソー
セージと長芋のニン
ニク炒め

・ご飯・みそ汁・肉だ
んご風煮・玉子焼

昼
・ご飯・みそ汁・秋刀
魚の梅煮・かぶの含
め煮・筋子・プリン

・ひじきご飯・蕎麦＜
温かい＞・ほっけ・も
ずく酢・柿

・ちらしご飯・みそ汁・
おでん・梨

・ご飯・味噌汁・ポテト
コロッケ・ほうれん草
とモヤシのナムル・
きゅうりと長芋の酢物

・ご飯・みそ汁・赤魚
の塩焼・おろし添え・
マカロニサラダ・厚揚
げとジャガイモの煮っ
ころかし・漬物

・ご飯・スープ・マー
ボー豆腐・肉だんご
のあますあんかけ・フ
ル―チぇ

・炊き込みご飯・みそ
汁・レンコンの金平・
中華くらげときゅうり
の和え物・

夕
・ご飯・みそ汁・かす
ぺの煮付・中華春
雨・南瓜サラダ

・ご飯・みそ汁・ヒレカ
ツ・野菜添え・トマト・
ヨーグルト・切干大根
の煮物

・ご飯・パンプキンシ
チュー・鯖みりん漬け
焼・マーボー豆腐

・ご飯・みそ汁・チン
ジャオロース・サラ
ダ・フル―チヱ・漬物

・ご飯・みそ汁・チャプ
チェ・茄子とアスパラ
のひき肉あんかけ・
パイナップル

・ご飯・たちの味噌
汁・すきやき・みかん

・ご飯・わかめスー
プ・海老フライ・和風
ハンバーグ・キャベツ
添え・マカロニサラダ

24 25 26 27 28 29 30

朝

・ご飯・みそ汁・厚焼
き玉子・ほうれん草
のお浸し・金平ゴボ
ウ・赤ウインナー

・ご飯（パン）・鶏肉と
きのこのソース・春雨
スープ・ゴボウサラ
ダ・フル―チぇ

ご飯・みそ汁・ブロッ
コリーサラダ・焼鮭・
昆布巻き・煮豆

・ご飯・みそ汁・焼魚
（サバ）・ミートボール
のあんかけ・きゅうり
と水菜のサラダ

・ご飯・みそ汁・棒天
かまと玉葱炒め・さん
まの蒲焼き缶・海鮮
和え

・ご飯・みそ汁・目玉
焼・ハンバーグ・煮豆

・ご飯・みそ汁・目玉
焼・キャベツの炒め・
フル―チぇ

昼

・煮込みうどん・ポテ
トサラダ・きゅうりとみ
かんの酢の物・ぶど
う

・カレイライス・ひじき
と竹輪の煮物・しめじ
スープ・キウイフルー
ツ

・・ご飯・スープ餃子・
メンチカツ・グラッセ
添え・アボカドと鮪の
やまかけ・チキンス
テック

・１６穀ご飯・たち汁・
焼茄子の煮びたし・
煮物・長芋の酢の物

・にぎり寿司・ゴボウ
サラダ・お吸い物

・ご飯・みそ汁・赤魚
焼・なめたけ和え・ほ
うれん草のごま和え・
フルーツ

・スパゲティナポリタ
ン・チキンカツ・スー
プ・梨

夕

・ご飯・ミネストロー
ネ・茄子の肉炒め・さ
わらの照り焼き・揚げ
ぎょうざのあんかけ

・ご飯・みそ汁・秋刀
魚の味噌漬け焼・フ
キの煮物・マーボー
豆腐

きのこうどん・わかさ
ぎのてんぷら・野菜
サラダ・天カマてんぷ
ら・苺

・シーフードカレー・み
そ汁・南瓜サラダ・フ
ル―チぇ

・ご飯・みそ汁・焼き
肉

・ご飯・みそ汁・しょう
が焼・キャベツ添え・
金平ゴボウ・昆布の
佃煮・みかん

・ご飯・みそ汁・豆腐
ハンバーグ・あんか
け・チンゲン菜の中
華炒め・柿
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