
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

１日 ２日 ３日 ４日

朝

お雑煮（生麩　ユリ根　大根　椎茸
鳥肉　もち）・牛乳・プレート盛り（鮭
花寿し　岩石卵　レタス　昆布巻き
数の子）・ロブスターサラダ（ロブス
ターサラダ　胡瓜　玉葱）・煮豆

ご飯・お雑煮（鮭　大根　小松菜
伊達巻　いくら）・プレート盛り（鮭け
んうん　板かま　ほうれん草　本シ
メジ　バター）・ふきの炒め煮（ふき
の水煮　揚げ　人参）・笹きんとん

ご飯・味噌汁（豆腐　シメジ　小
葱）・牛乳　・チーズ入りオムレツ
（玉子　チーズ　生野菜　くだもの）・
竹の子族と根菜の煮物（大根　ご
ぼう　人参　ごぼう　長葱　さば水
煮）・香の物

ご飯・味噌汁（大根　人参　ほうれ
ん草）・牛乳・盛合せ（アスパラベー
コン巻き　伊達巻　岩石卵　きゃべ
の和え物　みかん）・ふきの炒め煮
（ふき　京人参　油揚げ）・香の物
（茎レタス）

昼

わんこそうめん（そうめん　椎茸　ナ
ルト　三つ葉）・ミニ寿し（ホタテ　し
め鯖　胡瓜　数の子　酢生姜）・酢
の物（日向夏大根　ゆず）・竹の子
の土佐煮（竹の子　人参　里芋こん
にゃく　レンコン　ごぼう　とり肉）・」
煮豆

みそ汁（ユリ根　豆腐　花麩　三つ
葉）・海鮮丼（ホタテ　いくら　薄焼き
卵　ほうれん草　シャケフレーク）・
旨煮・京なます・フルーツヨーグル
ト和え・香の物（茎レタス）

かしわそば（ほうれん草　長葱　干
しそば　長ネギ　とり肉）・くず煮（里
芋　伊達巻　お宝巻　でん粉子）・
なますいくらのせ・牛乳寒天梅ソー
スかけ

ご飯・スープカレー（とり肉　揚げ茄
子　南瓜　玉葱　ゆで卵　人参）・ご
飯・サラダ（ごぼうサラダ　キャベ
ツ）・香の物

夕

ご飯・みそ汁（絹豆腐　ワカメ　長葱）・天
ぷら盛り合わせ（鯛　大葉　尾付えび
生シイタケ　胡瓜　南瓜　大根おろし　天
つゆ）・煮物（春竹の子　京がんも　六角
里芋　ブロッコリ　人参）・ユリ根甘煮・旬
菜の酢の物

ご飯・みそ汁（すり身　椎茸　ネギ）・天ぷ
ら盛合わせ（尾付きえび　なす　本しめじ
南瓜　大根おろし　天つゆ）・白和え（豆
腐　すりごま　人参　黒コン　ほうれん草
味付き椎茸）・香の物

ご飯　・味噌汁（豆腐　長葱　油揚げ）・
鳥のみそヨーグルト（鶏肉　みそヨーグ
ルト　生野菜　トマト　昆布巻き）・南瓜の
サラダ（南瓜　甘えんどう　チーズ　レー
ズン　玉葱）・香の物・桜餅

ご飯・味噌汁（はんぺん　ネギ　が
んも）・鯖のホイル焼(鯖　みそ　長
葱　キャベツ　人参　生椎茸　あげ
茄子　玉葱）・豆腐の卵とじ（豆腐
ニラ　ごぼう　本しめじ　人参　玉
子）・さつま芋甘煮･香の物

５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日

朝

ご飯・味噌汁（大根　人参　水菜）・
牛乳・盛合せ（お宝巻き　ほうれん
草　本シメジ　トマト）・納豆（納豆
長葱）・香の物・数の子

ご飯・味噌汁（白菜　ふのり）・牛
乳・鯖水煮の山かけ（長芋　卵黄
醤油）・磯和え（ほうれん草　胡瓜
オホーツク　のり佃煮）・大根の梅
漬け

七草がゆ（セット3　大根　三つ葉）・
みそ汁（芋　えのき　ネギ）・牛乳・
へんぺんチーズサンド（はんぺん
田楽みそ　生野菜　味付き数の
子）・黒豆・香の物

ご飯・味噌汁（南瓜団子　わかめ
長葱）・牛乳・焼き魚（ホッケ　大根
おろし　みかん）・高野豆腐の卵と
じ（カット高野豆腐　人参　味付き椎
茸　いんげん　卵）・数の子松前

・ご飯　・小松菜と南瓜の味噌汁　・
牛乳　・プレーンオムレツ（生野菜
トマト　卵）・大豆ヒジキの炒め煮
（茹で大豆　ごぼう　人参　ひじき
こんにゃく　鳥肉）　・一夜漬　・しら
す数の子

ご飯・味噌汁・牛乳・煮物（京
がんも　大根　こんにゃく　本
シメジ　地ふき）・温泉卵・香
の物

ご飯　・味噌汁（豆腐　生椎茸　万
能ねぎ）・牛乳・炭火焼き鳥盛り合
わせ（炭火焼き鳥　生野菜　みか
ん）・高野豆腐の煮物（高野豆腐
人参　枝豆　ごぼう）・香の物（茎レ
タス）

昼

スープ（わかめ　レタス　わかめ
生姜）・あんかけ焼きそば（玉葱
豚肉　もやし　むきえび　いんげん
揚げめん　板かま）・みかん・煮豆

焼きたてパン（おさつパン　枝豆パン　あ
んぱん　フォカッチャ）・コーンポタージュ
（コーンクリーム　芋　粉パセリー　玉葱
牛乳　生クリーム）・サラダ（レック　玉葱
アスパラ缶　パセリー）・コーヒー

休

抹茶入り玄米茶・小豆粥（小豆
水煮　塩）・盛り合わせ（京風焼
売　白菜　とまと　むきえび）・煮
物（ロールキャベツ　大根　天ぷ
ら）・みかん

和風スープ（椎茸　豆腐　ねぎ）・鮭
のそぼろ煮（鮭そぎおろし　いくら
ほうれん草）・ごぼうサラダ（ゴボウ
サラダ　胡瓜　玉葱　蒸し鶏）・デ
ザート（二色ゼリー　ブドウ　マス
カット）・福神漬

かき揚げそば（干しそば　かまぼこ
玉葱　ピーマン　えび）・白板かまの
和え物（白板かま　Ｇフルーツ　ゆ
ず）・３食羊羹（小豆　紫芋　きんと
ん）

野菜スープ（生姜　野菜　ミックス
Ｖ）・ミートスパゲッティー（玉葱
ピーマン　ソーセージ　ミートソース
牛乳）・サラダ（南瓜　胡瓜　シーチ
キン　レタス）・コーヒー

夕

ワカメご飯・みそ汁・うなぎの柳川
（うなぎのかば焼き　ごぼう　竹の
子　玉葱　生シイタケ　三つ葉）・フ
ルーツヨーグルトアエ（フルーツミッ
クス・ヨーグルト）・香の物

ご飯・中華スープ（メンマ　にら　ワ
カメ）・肉焼売盛り合わせ（粗挽き
肉　白菜　ポン酢　トマト）・中華サ
ラダ（中華クラゲ　胡瓜　白菜の芯
ロースハム）・梅大根

ご飯・赤だし味噌汁（なめこ　絹豆腐　み
つぱ）・お刺身盛り合わせ（はまち　ほた
て　えびマグロ　大根　人参　パセリー
大葉）・ズイキの炒め煮（人参　生揚げ
こんにゃく　青葉）・香の物（キムチ沢庵）

ご飯・味噌汁（キャベツ　卵）・とり
ササミのガーリック7焼（とりササミ
ガーリック　生野菜）・トマト・奴豆腐
（大根おろし）・浅漬け

・ご飯　・うどん汁（干しうどん　油揚
げ　長葱）・鯖の味噌煮（生姜・みそ
揚げ茄子）・豚しゃぶサラダ（豚しゃ
ぶロース　レタス　人参　胡瓜　ミズ
菜）・香の物

ご飯・肉だんご汁（ひき肉　玉葱　キャベ
ツ　人参　本シメジ）・ぎせい豆腐（だし汁
生シイタケ　にら　人参　ひじき　本しめ
じ　むきえび　卵　万能ねぎ）・白菜のサ
ラダ（白菜　京人参　レーズン　オホーツ
ク　りんご）・香の物（ベッタラ漬け）

ご飯・味噌汁（ブナピー　大根　長
葱　人参）・干魚（干しカレイ　甘酢
大根　菊海苔　ウインナー）・含め
煮（ウインナー　芋　本シメジ　さん
ま缶）・香の物（白菜麹漬け）

１２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日

朝

ご飯・みそ汁（豆腐・油揚げ）・牛
乳・さんま蒲焼と野菜のソテー（ほ
うれん草・ベーコン・カーネルコー
ン）・くだもの・長芋花カツオ・香の
物

ご飯・みそ汁（白菜・みつぱ・椎
茸）・牛乳・ベーコンエック（生野菜・
トマト）・金平ごぼう（土ごぼう・人
参・白ごま）・きゅうり漬け

ご飯・みそ汁（南瓜・ワカメ・長ネ
ギ）・牛乳・野菜のソテー（豚小間
切・本シメジ・人参・ブロッコリー・玉
葱・キャベツ）・絹豆腐あんかけ（絹
豆腐・みつぱ）・香の物

ご飯・みそ汁（ふのりこ・豆腐・長ネ
ギ）・牛乳・ハムステーキ（生野菜・
オレンジ・カーネルコーン・ウイン
ナー）・ひじきの炒め煮（ひじき・ご
ぼう・厚揚げ・白滝・人参・いんげ
ん）・みかん

ご飯・みそ汁（えりんぎ・南瓜・長
葱）・牛乳・煮物（ロールキャベツ
人参　六角里芋　ブロッコリー）・オ
クラ入り納豆（長ネギ）・一漬けや・
くだもの

ご飯・みそ汁（南瓜だんご・わかめ・
長葱）・牛乳・伊東のてんぷら（大
根おろし・柿・バナナ）・イカと里芋
の煮物（いんげん・人参）・白菜キ
ムチ

ご飯・みそ汁（豆腐・負の理・長
葱）・牛乳・肉みそ入りオムレツ
（卵・玉葱　肉みそ　生野菜）・くず
煮（里芋　オホーツク　小松菜　椎
茸）・香の物

昼

・ご飯・みそ汁（南瓜・麩）・うな玉丼
（うなぎ　玉葱・竹の子・生椎茸・み
つぱ・卵・もみのり）・２色お浸し（ほ
うれん草　白菜　花カツオ）・Ｇフ
ルーツ・香の物（沢庵）

南瓜パン・天かまロール・カスター
ドツイスト・あんパン・・ミネストロー
ネ（にんにく・芋・キャベツ・人参・ト
マト水煮缶・ベーコン・ローリエ）・牛
乳寒天フルーツ・コーヒー

かに雑炊（かに　ごぼう・竹の子・
みつぱ・椎茸・みつぱ・玉子・だし
汁）・小さい盛合わせ（じゃが芋と茹
で卵のかまくら焼き　苺　エビサラ
ダ）・香の物

豚肉きのこうどん（豚バラ肉・本し
めじ･椎茸）・のり巻き（シーチキン
オホーツク　レタス）・小鉢（イカフラ
イ　南瓜）・香の物（甘酢生姜）

はんぺんスープ（はんぺん　レタス　ブ
ロッコリー）・北湘南オムレツ（鶏肉・玉
葱・ピーマン・人参・オムレツソース・生ク
リーム）・イタリアンサラダ（胡瓜　京人参
玉葱　大根　オホーツク　イタリアンド
レッシング）・福神漬け・らっきょう

山菜月見そば（干しそば・　山菜の
水煮　ほうれん草・板かま・オホー
ツク・長ネギ）・焼き立てピッザ（生
地　ピッザソース　チーズ　サラミ
玉葱　ピーマン　カマンベールチー
ズ）・バナナ・もも缶

・スープ（玉葱・ベーコン）・焼立て
パン（あんぱん・カレーパン・フォ
カッチャ・フワフワミックスパン）・サ
ラダ（紫キャベツ・玉葱・生ハム・す
りごま・ごま油）・コーヒー

夕

いなきび入りご飯・豚汁（豚肉・芋・
人参・大根・本シメジ・油揚げ・長
葱・昆布）・盛合わせ（焼売・生野菜
南瓜フライ）・クルミ和え（ほうれん
草・くるみ・人参）・大根漬け

ご飯・みそ汁（大根・本シメジ・みつ
ぱ）・煮魚（昆布・生姜・大根）・ラー
メンサラダ（とりササミ・生ラーメン・
玉葱・胡瓜・ピーマン）・大根の甘
酢・ちそみそ

ご飯・みそ汁（白菜・油揚げ）・とう
ばん焼き（銀鮭　甘エビ・茄子･もや
し･ピーマン・たれ）・ナムル（白菜
えのきだけ　人参」オホーツク）・香
の物

中華風炊込みご飯・みそ汁（玉葱
卵）・ホタテのフライ盛り合わせ（ホ
タテ　生野菜　トマト　じゃが芋のバ
ター焼き）・ごぼう甘辛煮（ごぼう
青菜　人参）・京なます

ご飯・みそ汁（本しめじ・はんぺ
ん）・豚ロース塩麹焼き（豚ロース
塩麹　フライドポテト・ピザソース・ト
マト）・ビーフンの炒め煮（玉葱・
キャベツ・ニラ・人参・イカ・豚肉）・
香の物

ご飯・みそ汁（南瓜･海藻・長ネ
ギ）・赤魚焼き（大根おろし）・炒り
豆腐（豆腐・ごぼう・椎茸・青菜・人
参・きくらげ）・花豆と栗の甘煮・ピリ
辛胡瓜

ご飯・みそ汁（ブナピー・大根・あ
げ・ねぎ）・豚丼（豚ロース　ほうれ
ん草　薄焼き卵　たれ）・タラコ和え
（小松菜　人参　たらこ）・香の物

１９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日

朝

お粥・みそ汁（白菜　厚揚げ　長ネ
ギ）・牛乳・焼き魚（大根おろし　佃
煮）・青菜とちくわの炒め物（人
参）・香の物

ご飯・みそ汁（豆腐　味噌入るの具
長ネギ）・牛乳・炊き合わせ（ごぼう
人参　竹も子　とり肉　ほうれん草
椎茸）・だし巻き卵とお浸し（卵　白
菜ロール　きざみ海苔　トマト）・一
夜漬け 花豆

ご飯・みそ汁（ブナピー　南瓜　カッ
トワカメ）・牛乳・山菜の炒め煮（山
菜水　天ぷら　黒コンニャク　人
参）・納豆（しらす　野沢菜　長ネ
ギ）・バナナ

ご飯・みそ汁（絹豆腐　長ネギ　生
のり）・牛乳・焼き魚（魚　大根おろ
し　きだもの）・春雨とピーマンの炒
め物（豚ひき肉　春雨・ピーマン）・
香の物

ご飯・味噌汁（シメジ　大根　厚揚
げ）・牛乳・ミートボール盛合せ
（ミートボール　生野菜　アスパラ
缶）・長芋の梅肉和え（長芋　梅
汁）・塩辛

ご飯・味噌汁（南瓜　せり　わか
め）・牛乳・煮物（ミニ春雨巾着　里
芋　人参　いんげん　本シメジ）・生
卵・香の物

ご飯・味噌汁（南瓜　焼ちくわ　長
葱）・焼き魚（さわら西京　大根おろ
し　しそ昆布）・小さい高野豆腐の
煮物（高野豆腐　いんげん）・くだも
の

昼
塩ラーメン（ラーメン　味付きメンマ
ナルト　玉葱　焼き豚　白菜　もやし
ピーマン）・赤餅くず入り・香の物

焼きたてパン（南瓜パン　天かま
ロール　ツイストカスタード　あんぱ
ん）・オニオンスープ（ミックスＶ　玉
葱　キャベツの芯　芋　にんにく
ロースハム）・サラダ（サーモン　海
藻　胡瓜）・コーヒー

休み

にゅう麺（そうめん　竹の子　本シメ
ジ　生椎茸　板かま）・一口おにぎ
り（おかか　うめ　しそ）・手作りおは
ぎ・香の物

スープ（水餃子　椎茸　ねぎ）・鮭の
チャーハン（コンソメ　鮭　玉葱　人
参・ピーマン　にんにく）・サラダ
（レック　紫玉葱　胡瓜　レタス）・紅
しょうが

味噌煮込みうどん（うどん　春菊
だし汁　油揚げ　ナルト　卵　長
葱）・長芋といかの酢の物（長芋
ちそ　梅汁　梅）・ミルクゼリー梅
ソースかけ（アガ　牛乳　砂糖）

スープ（きくらげ　春雨）・カルボ
ナーラ（スパゲティー　カルボナー
ラ　あさり水煮　ベーコン　粉パセ
リー）・サラダ（キャベツ　からーｐ）・
コーヒー

夕

ご飯･みそ汁（もやし　あげ　エリン
ゲ）・マリネ風（チカ　ピーマン　セロ
リー　芯玉葱　カラーピーマン　レモ
ン　レタス　水菜）・トビッコ和え（ト
ビッコ　板かま　胡瓜　ほうれん
草）・香の物

ご飯・みそ汁（大根　厚揚げ　長ネ
ギ）・焼き魚（大根おろし）・肉じゃが
（豚カタロース　芋　玉葱　人参　白
滝　生姜）・たくあん・キャベツの梅
しそ和え

ビーフカレー（とり肉　玉葱　人参
にんにく　芋　カレールー）・盛合わ
せ（レタス　胡瓜　アスパラ　ゆで卵
トマト）・ウメゼリー･香の物

ご飯・たら汁（鱈　大根　人参　長葱
昆布）・盛合せ（南瓜コロッケ　生野
菜　南瓜フライ）・ごまあえ（ほうれ
ん草　焼きちくわ　人参）・香の物

ご飯・味噌汁（南瓜団子　おふ　三
つパ）・豚ロース野菜巻き（豚ロー
ス　ピーマン　チーズ　生野菜　レタ
ス）・梅かつお和え（白菜　人参　ほ
うれん草　焼きちくわ　梅かつお
ペースト　砂糖　オリーブ油）・香の
物

ご飯・味噌汁（豆腐　本シメジ　ね
ぎ）・カレー風おでん（カレールー
大根　手羽先　ふき　はんぺん　焼
きちくわ）・とりごぼうサラダ（胡瓜
レタス）・たくあん

ご飯・味噌汁（豆腐　ねぎ）・魚の漬
け焼き（大根おろし　みかん）・子和
え（ツキコン　干し大根　たらこ）・香
の物（味胡瓜）

２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日

朝

ご飯・みそ汁(豆腐　ワカメ　長ネ
ギ）・牛乳・かに玉あんかけ（卵　か
にむき身　かに玉の素　生野菜　オ
レンジ）・うどの炒め煮（うどの水煮
黒こんにゃく　油揚げ）・香の物

ご飯・みそ汁（白菜）・牛乳・はんぺ
んバター焼き（はんぺん　小麦粉
青海苔　卵　アスパラ缶　カーネル
コーン　玉葱　ウインナー）・和風ナ
ムル（もやし　ほうれん草　春雨
人参）・香の物

ご飯・みそ汁（めかぶ　芋　三つ
パ）・牛乳・焼き物（角ハム　温野菜
アスパラ　ブロッコリー　人参）・豚
レバー炒め煮（豚レバー　玉葱　に
ら　生姜　白滝　人参）・香の物

ご飯・みそ汁（とりごぼう　水菜　豆
腐）・牛乳・トルコ風オムレツ（南瓜
カットワカメ　玉葱　ベーコン　卵
レタス　生野菜）・煮浸し（白菜　花
かつお）・香の物

ご飯・みそ汁・牛乳・湯豆腐セット
（豆腐　白菜　昆布　長ネギ　生椎
茸　生姜）・とりごぼう（人参　いん
げん）・白菜　胡瓜の漬物

ご飯・味噌汁（南瓜　なす　ワカメ）・
牛乳　・チーズ入りオムレツ（玉子
チーズ　生野菜　くだもの）・根菜の
煮物4（大根　ごぼう　人参　ごぼう
長葱　さば水煮）・香の物

昼

ぶっかけきし麺（きしめん　だし汁
大根おろし　長芋　かにかま　長
葱）・いかめし（イカ　もち米）・白菜
のお浸し（白菜　花かつお　だし醤
油）

焼きたてパン（南瓜パン　天かま
ロール　ツイストカスタード　あんぱ
ん）・ベジタブルスープ（ミックスＶ
玉葱　キャベツの芯　芋　にんにく
ロースハム）・サラダ（サーモン　海
藻　胡瓜）・コーヒー

みそ汁（白菜　焼き豆腐）・おにぎり
セット（鮭　タラコ　焼き鳥　厚焼き
玉子　ウインナー　生野菜）・デ
ザート（白玉団子　煮リンゴ　柿）・
香の物（ベッタラ漬け）

雑煮汁（餅　ごぼう　長ネギ　キャ
ベツ　大根　人参　里芋　和風だ
し）・ゆかりご飯盛合わせ（はんぺ
んチーズフライ　焼きなす　生野菜
パイナップル）・香の物（たくあん）

スープ（さつま芋　コンソメ　ほうれ
ん草）・ハッシュドビーフ（牛ばら肉
玉葱　ハッシュドビーフ　エリンギ
竹の子　人参）・サラダ（人参　シー
チキン　ヨーグルト）・福神漬け
らっきょ

五目きし麺（人参　玉葱　本シメジ
竹の子　きし麺　板かま　長ネギ
とり肉　春雨）・くず羊羹・もやしの
お浸し・デザート（アップルパンケー
キ）

夕

ご飯・きりたんぽ鍋（きりたんぽ　鶏
ガラ　とり肉　舞茸　ごぼう　くず
せり　長葱）・納豆和え（ひきわり納
豆　ほうれん草　いか）・ごま豆腐･
香の物

ご飯・みそ汁（ワカメ　芋　ネギ）・焼
き魚（ほっけ　大根おろし）・マー
ボーなす（あげ茄子　豚ひき肉　に
んにく　長ネギ　甜麺醤　ごま油）・
野沢菜

ご飯・みそ汁（白菜　油揚げ）・鮭ハ
ンバーグ（鮭　すり身　生シイタケ
玉葱）・春雨サラダ（春雨　ロースハ
ム　もやし）・香の物（梅かつお大
根）

茶めし（番茶　塩）・みそ汁（キャベ
ツ　ニラ　卵）・煮魚（魚　生姜　コン
ニャク）・南瓜サラダ（南瓜　玉葱
胡瓜　茹で卵　マヨネーズ　レタ
ス）・香の物

ご飯・みそ汁（すり身　椎茸　ネ
ギ）・天ぷら盛合わせ（尾付きえび
なす　本しめじ　南瓜　大根おろし
天つゆ）・白和え（豆腐　すりごま
人参　黒コン　ほうれん草　味付き
椎茸）・香の物

ご飯　・味噌汁（もやし　油揚げ）・タ
ンドリーチキン（鶏肉　カレー粉
ヨーグルト　生野菜　トマト）・いん
げんの炒め煮（いんげん　人参　レ
ンコン）・香の物（梅しそ大根）
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