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30 1

朝
鶏五目ご飯・味噌汁・お
ふくろ煮・小松菜とツナの
炒め物スクランブエッグ

おじや・味噌汁・焼豚・たく
あん・煮物・煮豆

昼
餃子ラーメン・しらすと小
松菜の胡麻油炒め・おに
ぎり・かぼちゃの甘煮

塩ラーメン・ワカメのおむ
すび・さつま芋とかぼちゃ
の団子風・大根の煮物・
カブの浅付け

夕
豚丼・味噌汁・ポテトサラ
ダ・柿と白桃

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・たくあん・ほうれん
草の胡麻和え
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朝
ご飯・味噌汁・大根とそぼ
ろの煮物・白菜のお浸し・
旨み昆布・りんご

ご飯･味噌汁・ホッケ焼
魚・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・納豆・
かぼちゃ煮

ご飯･味噌汁・チキンナ
ゲット・ミートボール・胡瓜
の酢の物・サンマの蒲
焼・煮豆

ご飯･味噌汁･大根と天下
カマの煮物・ベーコン入り
スクランブルエッグ・野沢
菜のわさび漬け・バナナ
ヨーグルト

ご飯･味噌汁・鮭焼魚・里
芋の煮物・もずくとカニカ
マの和え物

ご飯･味噌汁・かぼちゃ
煮・鶏肉・胡瓜の漬物

ご飯･味噌汁･ブロッコリー
とベーコンの炒め物・蕗と
竹の子の煮物・納豆・たく
あん

昼
カレーライス・ほうれん草
入り玉子スープ・おしる
こ・たくあん

ご飯･豚汁･ピーマンと茄
子の味噌炒め・もやしと
油揚げの酢の物

和風きのこパスタ・味噌
汁・長芋サラダ・フルーツ
みつ豆

ご飯･味噌汁･黒ソイの煮
漬け・豚肉のすき煮・もや
しと油揚げの酢の物・み
かん

おにぎり・カレー野菜ラー
メン・餃子・煮りんご

カレーライス・ワカメスー
プ・マカロニサラダ・白桃
と洋梨

ハッシュドビーフ・チンゲ
ン菜の玉子とじ・スープ・
もやしのナムル・ポテトサ
ラダ・黄桃

夕
お寿司・御吸い物・筑前
煮

ご飯･味噌汁･マグロの
ユッケ・野菜炒め・ワカメ
サラダ・りんご

ご飯･味噌汁・めぬきの西
京漬焼魚・かぼちゃのそ
ぼろあんかけ・白菜のお
浸し・りんご

牛丼・味噌汁・ﾌﾞﾛｯｺﾘ-・
生酢・もやしとキムチの和
え物

ご飯･味噌汁･サーモンと
ろろ和え・大根煮・ミート
ボール・りんご

炊き込みご飯・味噌汁・水
菜の胡麻和え・子和え・
ロールキャベツ

ご飯･味噌汁･鮭のフライ
(パセリ添え)・桃フルー
チェパイン入り
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朝
ご飯･味噌汁・鶏肉と大根
の煮物・ほうれん草のゴ
マ和え・大福豆・もずく

ご飯･味噌汁・大根と天カ
マの煮物・水菜と玉子の
サラダ・紅じゃこ

ご飯･味噌汁・ベーコン入
りｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・白菜の
お浸し・漬物

ご飯･味噌汁・ニラの玉子
とじ・ほうれん草の和え
物・ミートボール

ご飯･味噌汁・鮭焼魚・漬
物筑前煮・もずくの酢の
物

炊き込みご飯・味噌汁・
ホッケ焼魚・煮豆・チキン
ナゲット・胡瓜の漬物

五目炊き込みご飯・味噌
汁･煮豆・大根と鶏肉の煮
物・ほうれん草のナメタケ
和え

昼
稲荷寿司･具沢山うどん・
白菜としらすのゆずポン
和え・りんごの甘煮

カレーライス・スープ・もや
しサラダ・りんご

中華丼・ニラ玉スープ・
みょうがと水菜のサラダ・
みかん

ご飯・舞茸と玉子のスー
プ・ジンギスカン・マカロニ
サラダ・煮りんご

キノコと茄子とベーコンの
ジンジャーパスタ・白菜と
じゃが芋のスープ・ゆで卵
サラダ・桃

味噌ラーメン・炒飯・塩お
でん・ほうれん草とネギの
胡麻和え

玉ちらし寿司・御吸い物・
根菜のコンソメ煮・かぼ
ちゃ煮たくあん・柿

夕
ご飯･ワカメスープ・焼そ
ば・ポテトサラダ・パイナッ
プル

ご飯･味噌汁・ホッケ焼
魚･さつま芋煮・生酢

生寿司・味噌汁・白菜の
ナメタケ和え・たくあん

ご飯･味噌汁・鶏の唐揚
げ・ラーメンサラダ・りんご

ご飯・味噌汁・すき焼き
キムチ鍋・ご飯・茄子と
ピーマンと小松菜の炒め
物

ご飯･味噌汁・野菜炒め・
かぼちゃ・シュウマイ
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朝
おじや・味噌汁・かぼちゃ
煮・ウィンナー・たくあん・
水菜のサラダ

ご飯・味噌汁・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯ
ｸﾞ昆布佃煮・ハム、ピーマ
ン炒め・パインヨーグルト

ご飯・味噌汁・キャベツ、
豚肉、玉子の炒め物・たく
あん納豆

ご飯・味噌汁・煮物・ウィ
ンナー焼・煮豆・納豆

ご飯・味噌汁・ほうれん草
とハムの炒め物・大根、
天カマ煮

ご飯・味噌汁・胡瓜の漬
物・かぼちゃ煮・桃ヨーグ
ルト

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・煮物・漬物

昼
味噌ラーメン・たわらおに
ぎり・ほうれん草の胡麻
和え

ツナとシメジのトマトスパ
ゲッテイ・生酢・オニオン
スープ

ご飯・ベーコン、キャベツ
シチュー・和風ハンバー
グ・マカロニサラダ・紫蘇
の実漬け・柿

エビのかき揚げそば・黄
白菜の梅肉紫蘇和え・ラ
フランス

カルボナーラ・コンソメ
スープ・キャベツと生ハム
のサラダ

サンマの蒲焼・味噌汁・マ
カロニサラダ・手作り玉子
豆腐の挽肉あんかけ・南
瓜団子のあんこ添え

稲荷寿司・味噌汁・ちゃん
ちゃん焼

夕
カツ丼･味噌汁・白菜のお
浸し・大根、ふき煮

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・も
ずく酢・フキと油揚げの煮
物・きんぴらごぼうの玉子
とじ

ご飯・味噌汁・焼豚・麻婆
豆腐・ブロッコリー

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・子和え

ご飯・お鍋
洋風ピラフ・コンソメと白
菜のスープ・ちくわと白菜
の和え物

ご飯・味噌汁・豚肉とひじ
きの煮物・ほうれん草の
胡麻和え・長いものめん
つゆ焼き・
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朝
ご飯・味噌汁・鮭焼魚・ス
クランブルエッグ・白菜の
梅肉和え

納豆おじや・味噌汁・フキ
の煮物・煮豆・たくあん

混ぜご飯・味噌汁・ウィン
ナー入りスクランブルエッ
グホッケ焼魚

お茶漬け・玉子豆腐・たく
あん・みかんヨーグルト

ご飯・味噌汁・赤魚のみり
ん漬け焼・スクランブル
エッグ煮豆・たくあん

ご飯・味噌汁・ちくわと里
芋の煮物・目玉焼き・ほう
れん草の和え物

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・紅じゃこ・紫蘇巻き味
噌

昼
ご飯・味噌汁・豚肉のトマ
ト煮・生酢

さぬきうどん・おにぎり・か
ぼちゃの甘煮

親子丼・味噌汁・さつま芋
のサラダ・ほうれん草のト
ビッコ和え・ひじきとしらた
きの助子和え煮

ご飯・ほうれん草の玉子
とじスープ・餃子・レタス
サラダ・紫蘇の実漬け

具沢山そば・紫蘇わかめ
ご飯・里芋と天カマの煮
物・野沢菜のわさび漬け

メンチカツ丼・味噌汁・胡
瓜、オホーツクの酢の物・
たくあん

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・焼そば・パイン、みか
ん

夕
ご飯・味噌汁・レバニラ炒
めマカロニサラダ・りんご

カレーライス・味噌汁・玉
子サラダ・柿

ご飯・味噌汁・おでん・麻
婆茄子・野菜炒め

生ちらし寿司・すまし汁・
かぼちゃ煮・白菜の梅肉
和え

キムチ豆乳鍋・白菜の漬
物ご飯

ご飯・水餃子・酢豚・ポテ
トサラダ

ご飯・味噌汁・塩鯖焼・豚
肉人参、大根の煮物・白
菜のお浸し・煮豆
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