
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝

ご飯･味噌汁･牛乳･鮭焼
き･煮豆・きゅうりの浅漬
け・きり昆布炒め・コロッ
ケ・ウィンナー

ご飯･味噌汁・牛乳･カ
レーコロッケ･野菜炒め・
玉子焼き･ほうれん草の
お浸し

ご飯･味噌汁･ほっけ焼
魚･煮豆･オムレツ･ブロッ
コリーホクホクさつま芋・ト
マト

ご飯･味噌汁･牛乳・和風
スクランブルエッグ・鶏肉
の竜田焼き・煮豆・カニカ
マ・さんまの蒲焼

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンの味噌炒め・鮭焼魚・
煮豆・目玉焼き

昼
中華丼・味噌汁・かぼちゃ
煮鶏つくね

塩ラーメン･おにぎり･煮
豆・フルーツポンチ

稲荷ずし・そば汁・ハン
バーグ・野菜サラダ・トマ
ト

塩ラーメン・おにぎり・フキ
と小揚げの煮物・梅とろろ

ご飯・味噌汁・エビフライ・
味噌おでん・かぼちゃ団
子・ココアムース

夕
ご飯･鶏団子汁・焼き鯖・
肉じゃが・チキンロール

ご飯。味噌汁･魚の煮漬
け･胡瓜梅酢の物・筑前
煮･煮玉子・かぼちゃの甘
煮

カレーライス・蒸しキャベ
ツサラダ・ささぎの煮物

ご飯･味噌汁･肉じゃが・
ニラの卵とじ・麻婆豆腐・
白菜のお浸し

三色どんぶり・味噌汁・ス
パゲテイサラダ・かぼちゃ
煮
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朝

ご飯・味噌汁・ジャーマン
ポテト・キャベツと鯖の炒
め物ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙエッグ・煮
豆・べったら漬け

ご飯・味噌汁・牛乳・焼
鯖・玉子焼き・さつま芋の
甘煮・昆布とちくわの煮物

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ほっけ焼・とろろ芋・昆布
と天カマの煮物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
切昆布と天ぷら煮・エビ
シュウマイ・紅じゃこ佃
煮・つぼ鯛焼

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・スパッゲッテイ・漬
物・白菜のお浸し・煮豆

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・バナナ・ひじきの煮
物・ツナのせ大根おろし・
半熟玉子

ご飯・味噌汁・鯖塩焼き・
玉子焼き・豚肉野菜炒
め・ウィンナー・コロッケ

昼
おにぎり・かき揚げそば・
かぼちゃ団子

うどん・稲荷ずし・白菜と
豚肉のはさみ蒸し

ご飯・味噌汁・大根、鶏
肉、しいたけ、人参、天カ
マの煮物・煮豆・野菜の
天ぷら・きゅうりの浅漬け

たけのこご飯・味噌汁・ジ
ンギスカンの唐揚げ・か
ぼちゃ団子・なま酢・フ
ルーツポンチ

キーマーカレー・ポトフ・ト
マト・ポテトサラダ(ハム添
え)

おにぎり・かぼちゃ団子・
ナポリタン・鶏の唐揚げ・

塩ラーメン・おにぎり・白
菜と豚肉のはさみ蒸し・
煮豆・かまぼこ・フルーツ

夕
炒飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼・ほうれん草の白和
え・黒豆

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケもやしのサラダ・し
いたけとベーコンの炒め
物

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
カスベの煮漬け・フキとち
くわの煮物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・たらのフライ・煮豆・ニ
ラの卵とじ・茄子の味噌
炒め

ご飯・味噌汁・オードブル
(天ぷら、唐揚げ・酢豚、
茄子の揚げ浸し)

カレーライス・煮豆・玉子
スープ・きゅうりの酢の物
梅肉入り・フルーツポンチ

エビピラフ・中華スープ・
焼つぼ鯛・肉じゃが・もや
しの中華和え

13 14 15 16 17 18 19

朝
ご飯・味噌汁・牛乳・肉野
菜炒め・カレーコロッケ・
ひじき煮・バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
スクランブルエッグ・鶏つ
くね・煮豆・厚揚げとワカ
メの煮物ウィンナー

ご飯・味噌汁・焼鯖・豚肉
の生姜焼き・玉子焼き・
じゃこ佃煮・かまぼこ

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭
焼・煮豆キャベツの油炒
め・ミートオムレツ・梅干

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭
焼・煮豆・きゅうりの漬物・
とろろ芋・目玉焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・牛肉
としらたきの煮物・がんも
煮・煮豆・コロッケ

ご飯・味噌汁・ミートオム
レツ・ほっけ焼・豚肉の生
姜焼煮豆

昼
うどん汁・おにぎり・麻婆
茄子・ジャガイモと挽肉の
煮物煮豆

天ぷらうどん・稲荷寿司・
きゅうりの漬物・トマト・み
かん・さつま芋の天ぷら

カレーライス・ほうれん草
のお浸し・カニカマ・スー
プ・ゆで卵・フルーツポン
チ

ピラフ・中華スープ・チキ
ン南蛮・フキの煮物・みた
らし団子・黒豆

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケラーメンサラダ・き
のこの中華炒め・

塩ラーメン・おにぎり・魚
肉ソーセージと玉子のｹ
ﾁｬｯﾌﾟ炒め・煮豆・フルー
チェ

ソーメン汁・稲荷寿司・さ
つま芋の煮物・煮豆・み
かん

夕
ご飯・豚汁・カスベの煮漬
けニラの卵とじ・煮豆

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
昆布と天ぷら煮・肉じゃ
が・白菜のお浸し

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
ほっけ焼・煮豆・大根と挽
肉の煮物・トマト

ご飯・味噌汁・かれいの
煮魚・天ぷら(えび、ピー
マン、きのこ、茄子)・白菜
のお浸し煮豆

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・グラタン・さつま芋の
きんぴら

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
エビチリ・煮豆

鮭ちらし・味噌汁・ニラの
卵とじ・えのき茸の和え物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・煮豆・さんまの蒲
焼・芋と挽肉の煮物・天カ
マ

ご飯・味噌汁・牛乳・漬
物・ホワイトアスパラ・肉
じゃが・鶏の唐揚げ

ご飯・味噌汁・牛乳・紅
鮭・たらこ・煮豆・ハムエッ
グ・コロッケ・ウィンナー・
梨

ご飯・味噌汁・牛乳・玉
葱、三つ葉の卵とじ・煮
豆・鶏肉炒め・ほっけ焼
魚・たらこ昆布

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
赤魚焼・ウィンナーとピー
マン炒め・昆布巻き

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
の生姜焼・玉子焼き・コ
ロッケ・青紫蘇の実・バナ
ナ

ご飯・味噌汁・牛乳･鶏肉
の竜田焼・さんまの蒲焼・
玉葱の玉子とじ・煮豆・小
町巻き

昼

ご飯・味噌汁・味噌おで
ん・煮豆・チンゲン菜のな
めこ和え・ほっけ焼魚・フ
ルーツポンチ

生ちらし・味噌汁・煮豆・ト
マト・エビ、野菜の天ぷら

カレーうどん・稲荷寿司・
きゅうりの浅付け・さつま
芋の甘煮

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・フ
ライドポテト・エビしんじょ
う・煮豆

焼そば・味噌汁・かぼちゃ
の甘煮・おにぎり・スクラ
ンブルエッグ

そば・おにぎり・じゃが芋
と挽肉の煮物・煮豆･カニ
カマ･フルーチェ

塩ラーメン・胡麻おにぎ
り・漬物・煮豆・人参サラ
ダ

夕
ご飯・味噌汁・おからハン
バーグ・かに玉・カスベの
煮漬け・もやしのナムル

すき焼き・ご飯・煮豆・
キュウイ

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・煮豆・ほうれん草のお
浸し・きのこと玉葱の卵と
じ

ご飯・味噌汁・黒頭煮漬
け・ハンバーグ・豚肉と白
菜の酒蒸し・

ひじきご飯・味噌汁・和風
きのこスパゲッテイ・大根
と天カマの煮物・さつま芋
サラダ

生寿司・ソーメン汁
餃子カレー・中華スープ・
かぼちゃ煮
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朝
ご飯･味噌汁･牛乳・紅
鮭・肉じゃが・ひじき煮・
はっさく

ご飯・味噌汁・ミートオム
レツ・鯖焼魚・ほうれん草
のお浸し・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・納
豆・コロッケ・鮭焼魚・玉
子焼き・きゅうりの漬物・
煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳･サン
マ焼魚・玉子焼・カニカ
マ・大根と人参のサラダ・
漬物・煮豆

昼
生ちらし寿司・えび汁・煮
豆・かぼちゃ団子・はっさ
く

鶏天丼・味噌汁・じゃが芋
の煮物・きゅうりの生姜漬
け・フルーツポンチ

五目ちらし・ソーメン汁・
豚肉の野菜巻き・かぼ
ちゃ煮

スープカレー・煮豆・胡麻
豆腐・ポテトサラダ・かぼ
ちゃ煮

夕

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
味噌おでん・豚肉と白菜
のはさみ蒸し・サンマ焼
魚

ご飯･味噌汁・カスベの煮
漬け・ジャーマンポテト・
挽肉と大根の煮物

ご飯・味噌汁・ニラハン
バーグ・ホッケ焼魚・トマ
ト・バナナ・煮豆・ほうれん
草の卵とじ

ご飯・味噌汁・カレイの煮
漬け・ポテトコロッケ・キャ
ベツの卵とじ
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