
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6 7

朝

・ご飯・みそ汁・ほう
れん草の炒め・チー
ズかまぼこ・煮豆・
しゅうまい

・ご飯・みそ汁・ほっ
け焼・ひじきの煮物・
白菜のお浸し・フル
―チぇ

・ご飯・みそ汁・鯖焼
き・ニラ玉子とじ・水
菜のサラダ

・ご飯・みそ汁・山海
漬け・玉子焼き・ねぎ
味噌焼

ご飯・みそ汁・目玉焼
き・らーサラ・昆布の
煮物

・ご飯・みそ汁・厚焼
きたまご・鮭(トラウト）
焼き・白菜のなめた
け和え

・ご飯・みそ汁・魚（白
身）焼・アスパラの
ベーコン巻・ほっきサ
ラダ

昼

・ご飯・みそ汁・かす
べの煮付・スパサラ
ダ・水菜とナメタケ和
え

・炊き込みご飯・みそ
汁・豚バラ大根・ワカ
メと胡瓜の酢物・マカ
ロニサラダ・みかん

・ご飯・みそ汁・さんま
の竜田揚げ・豚しゃ
ぶサラダ・つぼ漬け・
りんご

・ご飯・みそ汁・ポテト
コロッケ・キャベツ添
え・トマト・大学芋風
炒め・漬物・みかん

・ご飯・みそ汁・マー
ボー茄子・棒棒鶏・ト
マト・桃缶

・ご飯・みそ汁・しょう
が焼・レタス添え・ブ
ロッコリー・マカロニ
サラダ・ラフランス

・家族会　すき焼・海
鮮寄せ鍋・デザート/
（クリームチーズババ
ロア）

夕

・ご飯・みそ汁・鶏大
根煮物・茄子の煮び
たし・ほうれんそうお
浸し

・ご飯・蕎麦（温か
い）・中華肉だんごの
あんかけ・長芋のに
んにく炒め

・ご飯・豚汁・ほっけ
焼き・茄子の煮びた
し・中華サラダ

・ご飯・味噌汁・おで
ん・ほうれん草胡麻
和え・にしん漬け

・ご飯・みそ汁・真か
れいの煮付・ポテトサ
ラダ・長芋の酢の物・
りんご

・ご飯・みそ汁・ぬか
さんま焼・ニンニク芽
茄子炒め・きゅうりと
ハムのマヨネーズ和
え

・カレーライス・春菊
の和え物・野菜サラ
ダ

8 9 10 11 12 13 14

朝
・ご飯・みそ汁・秋刀
魚焼・中華春雨・うに
くらげ

ご飯・オニオンスー
プ・ウインナーのケ
チャップ炒め・もやし
とキノコの胡麻ドレッ
シング・山海漬け・昆

・ご飯・みそ汁・玉子
焼・シーチキンサラ
ダ・ウインナー・筋子・
みかん

・ご飯・みそ汁・銀た
ら焼き・ほうれん草の
胡麻和え・茄子と野
菜の味噌炒め

・ご飯・みそ汁・鮭焼
き・もやしサラダ・ボロ
ニアソーセージ

・ご飯・みそ汁・茄子
とひき肉の炒め煮・
白菜の煮びたし・ほう
れん草の玉子とじ

・ご飯・春雨スープ・
炒り玉子・鶏肉の照
り焼き・フル―チぇ

昼

・ピラフ・白身魚のフ
ライ・オーロラサラダ・
トマト添え・えのき
スープ

・煮込みうどん（温か
い）・肉じゃが・ほうれ
ん草の白和え

・ご飯・ニラ玉スープ・
クリームシチュー・ブ
ロッコリーサラダ・

・ご飯・みそ汁・きのこ
入りハンバーグ・大
根サラダ・漬物・みか
ん

・ひじき入り混ぜご
飯・みそ汁・肉豆腐・
玉子焼・キャベツサラ
ダ・子持ち昆布

・ご飯・すり身の味噌
汁・鮭焼き・いんげん
の胡麻和え・みかん

・うどん（温かい）・
きゅうりと竹輪のと
びっ子和え・鶏肉と大
根のあんかけ

夕
・ご飯・みそ汁・肉豆
腐・海老ちり・ラフラン
ス

・ご飯・みそ汁・かれ
いの煮付・煮物・白菜
のお浸し

・勝丼・みそ汁・マカ
ロニサラダ・漬物

・ご飯・ワカメスープ・
チキンチャプ・きゅうり
の胡麻和え

・ご飯・つみれ汁・里
芋の煮物・糠さんま
焼き・ゆりねとアスパ
ラの胡麻和え

・ご飯・みそ汁・鶏肉
の玉子とじ・ほっけ焼
き・きゅうりの酢の物

・ご飯・みそ汁・鱈の
フライ・レタスタルタル
ソース添え・ポテトサ
ラダ・漬物

15 16 17 18 19 20 21

朝
・ご飯・みそ汁・ウイン
ナー炒め・玉葱サラ
ダ・漬物

・ご飯・みそ汁・鮭塩
焼・だし巻き玉子・ほ
うれん草お浸し・漬物

・ご飯・みそ汁・ミート
ボール・茄子浅漬け・
鯖缶

・ご飯・みそ汁・煮豆・
シュウマイ・炒り玉
子・ゴボウサラダ

・ご飯・みそ汁・玉子
焼き・鮭の塩焼き・ほ
うれん草のナメタケ
和え・煮豆

・ご飯・みそ汁・ボロ
ニアソーセージのピリ
辛炒め・ちくわと山菜
の煮物・ゴボウサラ
ダ

・ご飯・すりみ汁。たら
この煮付・芽カブ・ウ
インナーのケチャップ
炒め

昼
・一口稲荷寿司・焼き
そば・揚げだし豆腐・
りんご

・ご飯・みそ汁・わか
さぎの天ぷら・南瓜の
含め煮・ラーメンサラ
ダ・みかん

・ご飯・みそ汁・野菜
の素揚げと鶏のから
揚げ・ひじきの煮物・
きゅうりとワカメの酢
の物・梨とりんご

・ご飯・ポトフ・モヤシ
のナムル・スパサラ
ダ

・ご飯・カレースープ・
フライの盛り合わせ・
キャベツサラダ・温
しゃぶ

・ご飯・みそ汁・ひき
肉の玉子とじ・ほうれ
ん草のお浸し・鮭の
塩焼

・松たけご飯・天そ
ば・もやしの和え物・
漬物

夕
・ご飯・みそ汁・チキ
ンカツ・キャベツ添
え・中華チャッぷ

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・鮪山かけ・漬物

・ご飯・みそ汁・ほっ
け焼・煮物・茄子の煮
びたし

・ご飯・みそ汁・ホイ
コーロー・マカロニサ
ラダ・果物

・カレーライス・みそ
汁・かすべの煮付・え
のきの和え物

・ご飯・すいとん・しゃ
ぶしゃぶ・野菜添え・
たらこ・漬物・みかん

・ご飯・味噌汁・鯖の
味噌煮・ほうれん草
お浸し・大学芋

22 23 24 25 26 27 28

朝
・ご飯・みそ汁・塩鮭
焼き・納豆・冷奴・漬
物

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・」秋刀
魚缶蒲焼き・フルーツ
缶

・ご飯・みそ汁・（パ
ン）・白菜のおかか和
え・銀たらの焼魚・黒
豆

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・ウインナー・煮
豆・たくあん

・ご飯・みそ汁・鯖塩
焼き・マカロニサラ
ダ・ベーコンとアスパ
ラ炒め・

・ご飯・みそ汁・玉子
焼・ハンバーグ・レタ
スサラダ・

・ご飯・みそ汁・チン
じゃオロース・フル―
チぇ・たらこ・漬物

昼

・ご飯・みそ汁・鶏肉と
白菜のクリーム煮・
サーモンマリネ・桃缶
詰めのフル―チェ

・ミートソースパスタ・
ポテトサラダ・きのこ
ともやしのスープ・漬
物

・ちらし寿司とサーモ
ンののり巻きセット・
ブロッコリーのグリー
ンサラダ・唐揚げ・み
かん

・ご飯・シチュー・南瓜
サラダ・スープ・りん
ご

・炊き込みご飯・みそ
汁・切干大根の酢の
物・きくらげ入り炒り
豆腐・厚焼き玉子・リ
ンゴ

・ご飯・みそ汁・豚肉
の玉子とじ・レタス酢
みそ和え・マーボー
春雨

・ナポリタンスパゲ
ティ・カブと厚揚げの
京風煮・ポテトサラ
ダ・しば漬け・りんご

夕

・ご飯・野菜たっぷり
スープ・生姜焼・キャ
ベツ添え・南瓜の白
玉小豆煮

・ひじきご飯・みそ汁・
肉じゃが・茄子の素
揚げあんかけ・ワカメ
胡瓜の酢の物

・いなり寿司・白身魚
のフライ２品・胡瓜酢
のもの・かしわうどん

・海鮮ちらし寿司・み
そ汁・鶏団子入り酢
豚・クリスマスかまぼ
こ

・カレーライス・スー
プ・マカロニサラダ・
肉だんご・フルーツ

・ご飯・みそ汁・ほっ
け・おろし添え・鶏か
ら揚げ・新鮮野菜添
え

・ご飯・ワンタンスー
プ・豚肉の生姜焼・ほ
うれん草ともやしのナ
ムル・士＾-フードチリ
春雨

29 30 31

朝
・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・さつま
あげ・煮豆

・ご飯・みそ汁・炒り
卵・ウインナー・煮
豆・白菜のおかか和
え

・ご飯・みそ汁・黒豆・
鮭焼き・ポテトサラダ

昼

・ご飯・玉子ワカメ
スープ・ほいこー
ロー・モヤシのお浸
し・ポテトサラダ

・ご飯・みそ汁・煮込
みハンバーグ・フキ
の煮物・リンゴ

・年越しそば・マー
ボーニラ・マカロニサ
ラダ・みかん

夕

・炊き込みご飯味噌
汁・手羽先と大根の
煮物・ほうれん草お
浸し・漬物

・ご飯・みそ汁・マー
ボー豆腐・トマト・漬
物・茄子の味噌和え・
ほうれん草のシーチ
キン和え

・生寿司・黒豆・厚焼
き玉子・栗きんとん・
お吸い物・煮〆
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