
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 ５日

朝

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）・玉子豆腐あんかけ
（卵豆腐・かにかま・竹の子）・香の
物・煮豆（花豆）

ご飯・味噌汁（ふき　油揚げ　長葱）・牛
乳・焼き魚（たらのカマ　大根おろし・Ｇ
フルーツ・マンゴー）・ひじきの炒め煮
（ひじき・油揚げ・人参・いんげん・味付
き椎茸）・香の物（かぶ一夜漬け）

ご飯・みそ汁（えりんぎ・南瓜・長葱）・牛
乳・煮物（椎茸･京がんも・大根・人参・
焼とうふ・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）・ほうれん草の
胡麻和え（ほうれん草・人参　いり
ごま）・香の物（白菜）

ご飯・みそ汁（豆腐・負の理・長
葱）・牛乳・野菜入りオムレツ（卵・・
玉葱・ミックV・ベーコン・キュウイ）・
大根の皮金平（大根の皮･人参・ひ
じき）・香の物

昼

かに雑炊（かにむき身・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（豚バラ水
菜巻き・オレンジ・トマトクリーム
チーズ）・香の物（みそ漬け）

塩うどん（豚バラ肉・本しめじ･椎
茸・ほうれん草・長葱）・ミニ寿し（マ
グロ・オッホーツク・パセリ・卵）・ブ
ロッコリー香味炒め（ブロッコリー・
ニンニク・人参）・香の物・キャラメ
ルプリン

スープ（なす・ごぼう）・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）・サラダ（Ｇアスパ
ラ・生ハム・トマト・パイン）・香の物（福
神漬け）

山菜月見そば（そば・山菜水煮・玉
子・長ネギ）・焼きたてピッザ（ピザ
生地・玉葱・黄ピーマン・ピッザソー
ス・チーズ）・香の物（一夜漬け）

スープ（糸寒天・餃子の皮・小葱・甘
エビ）・焼立てパン（レーズンぱん・
カレーパン・フォカッチャ・フワフワ
ミックスパン）・サラダ（サラミ・シー
チキン・チーズ・レタス）・コーヒー

夕

ご飯・みそ汁（白菜・油揚げ）・陶板
焼き（そい・豚ヒレ・玉葱・ポーマン・
生シイタケ・たれ）・ナムル（小松菜
人参　えのきたけ　ロースハム）・も
もゼリー（（黄桃入り）・香の物（ベッ
タラ漬け）

赤貝の炊込みご飯（赤貝の缶詰・
本シメジ・ごぼう・油揚げ・絹さや・
人参）・みそ汁（豆腐・なめこ・万能
ねぎ）・盛合せ（とり竜田揚げ・ほう
れん草のお浸し・厚焼き卵・トマト）・
なすの炒め煮（なす・・ピーマン・み
そ）・香の物（紅しょうが）

ご飯・みそ汁（本しめじ・はんぺん）・
豚ロース塩麹漬け（ビストロポテト・
生野菜　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（かぶ）

ご飯・みそ汁（南瓜･海藻・長ネギ）・
焼き魚（大根おろし　くだもの）・炒り
豆腐（豆腐・ごぼう・椎茸・青菜・人
参・きくらげ）・玉葱オクラ・香の物
（胡瓜）

ご飯・みそ汁（ブナピー・大根・あ
げ・ねぎ）・豚丼（豚ロース肉・玉葱・
薄焼き卵・タレ）・マカロニサラダ（マ
カロニ・胡瓜・ソーセージ・レタス）・
香の物（紅しょうが）・豆腐そうめん

６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２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・こなごの佃煮

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（南瓜　せり　わか
め）・牛乳・煮物（天ぷら・かまぼこ・
大根・人参・いんげん）・生卵・香の
物・くだもの（りんご）

ご飯・味噌汁（シメジ　大根　厚揚
げ）・牛乳・ミートボール盛り合わせ
（ミートボール　生野菜　アスパラ
缶）・めかぶとろろ（長芋　めかぶ）・
香の物（沢庵）

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）・ふきの炒め煮（ふ
き・人参・シイタケ・天ぷら）・香の物
（野沢菜と一夜漬け）

昼

かき玉そうめん（そうめん・玉子・生
シイタケ・でん粉　長葱）・山菜おこ
わ（もち米・山菜水煮・人参・豚肉・
とりから揚げ・レタス・紅しょうが）・く
だもの（りんご・キュウイ）

サンドイッチ（ゆで卵　ポテト　胡瓜
玉葱　ソウセージ）・カレーシチュー
（肉　玉葱　芋　人参　ホワイトルー
牛乳）・ヨーグルト和え（バナナ・
キューイ）・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

オニオンスープ（玉葱　にんにく）・
鮭のチャーハン（コンソメ・鮭　玉葱
人参・ピーマン　にんにく）・もやしサ
ラダ（もやし　胡瓜　チーズ　ウイン
ナー　レタス）・福神漬け

にしんそば（そば　にしん甘露煮
板かま　長葱　ほうれん草）・茹で野
菜と豚シャブ（キャベツ・にんじん・
豚シャブ肉・ドレッシング・ごま油）・
草餅（白玉・よもぎ・小豆）

トマトスープ（生姜　きくらげ　春
雨）・キノコスパエッティ（生シイタ
ケ・本シメジ・舞茸・玉葱・大葉）・白
菜サラダ（白菜・玉葱・レーズン・ク
コの実）・コーヒー

夕

ご飯・番茶・寄せ鍋（たら　豚ロース
むきえび　生シイタケ　白菜　春菊
板かま　長葱　焼き豆腐　くず）・納
豆和え（納豆ひきわり　いか　三つ
葉）・紫芋の塩煮（紫芋）･香の物
（たくあん）

わかめ入りご飯・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

ポークカレー（豚肉　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）・フルーツゼリー（もも缶）･香
の物

ご飯・三平汁（鮭　人参　ごぼう　本
シメジ　豆腐　長ネギ　白滝）・盛合
わせ（南瓜コロッケ　生野　・くだも
の）・ごま合え（小松菜　人参　いり
ごま　ちくわ）・胡瓜の漬物

ご飯・味噌汁（白菜　鶏牛蒡　エリン
ギ）・ヒレカツ盛り合わせ（豚ヒレ肉
小麦粉　卵　トマト　レタス）・なめた
け和え（なめたけ　ほうれん草　胡
瓜　オホーツク）・香の物（ベッタラ
漬け）

ご飯・味噌汁（豆腐　本シメジ　ね
ぎ）・みそおでん（大根　手羽先　ふ
き　焼きちくわ）・コールスローサラ
ダ（コーツスロー　キャベツ　煮リン
ゴ　新玉葱）・香の物・ふきの佃煮

ご飯・味噌汁（ふき　ちくわ　ねぎ）・
魚のつけ焼き（なす　大根　大根お
ろし）・白菜の中華風炒め（白菜・人
参・本シメジ・豚ひき肉・きくらげ）・
香の物（たくあん）

１３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９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（大根　なす　油揚
げ）・牛乳・はんぺんピカタ焼き（ア
スパラ　ミックスV　ウインナー）・和
風ナムル（小松菜　春雨　人参）・香
の物

ご飯・みそ汁（ブナピー　豆腐　万能
ネギ）・牛乳・焼き物（角ハム　温野
菜　アスパラ　ブロッコリー　人参）・
とりレバー炒め煮（とりレバー　玉葱
にら　生姜　白滝　人参）・塩辛

ご飯・みそ汁（芋もち　長ネギ　油揚
げ）・トルコ風オムレツ（南瓜・カット
ワカメ　玉葱　卵　トマト）・煮浸し
（白菜　椎茸　花かつお）・香の物・
昆布巻き

ご飯・みそ汁（もやし　油揚げ）・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）・沢庵

ご飯・味噌汁（本しめじ）・牛乳
チーズ入りオムレツ（クリームチー
ズ　玉子　生野菜　くだもの）・切干
大根ごま和え（ピーマン）・昆布佃煮

ご飯・味噌汁（朝里・絹さや・白菜）・
牛乳・伊東の天ぷら（大根おろし　ト
マト）・ひじきの炒め煮（ひじき・人
参・切り干し大根）・香の物（胡瓜）

朝

塩ラーメン（ラーメン・味付きメンマ・
ナルト・焼き豚・茹で卵・長葱）・いな
り寿し（いなり皮）・甘酢生姜・コー
ヒーゼリー

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）・ミックススープ（ニンニク・ミック
スV・セロリ・キャベツ）・サラダ（レタ
ス・ピーマン・ハム・セロリー・サ
ニーレタス）・コーヒー

みそ汁（玉葱　地にり　塩だし）・お
にぎりセット（煮豆　ウインナー　生
野菜　とりから揚げ）・ぶどうゼリー
（ぶどう・黄桃缶）・香の物（胡瓜漬
け）

鮭けんちん汁（鮭　ごぼう　人参
竹の子　干し椎茸　大根　油揚げ
ミツパ）・ゆかりご飯盛合わせ（ゆか
り　レタス　トマト　南瓜フライ　ハ豚
ロースチーズロール）・白菜煮浸し

トマトスープ（トマト　糸寒天　）・ハッ
シュドビーフ（牛ばら肉　玉葱　ルー
竹の子　エリンギ　人参）・サラダ
（ロースハム　胡瓜　カラーピーマ
ン）・福神漬け　らっきょ

五目きし麺（大根　人参　赤味噌
きし麺　鶏肉　春菊　長ネギ）・白菜
くず煮（白菜・人参・えのき・えび・い
か）・ぜんざい（小豆甘煮・白玉団
子）

・スープカレー（南瓜　玉葱　ゆで卵
人参）・ご飯・サラダ（ポテト　シー
セージ　ミックスＶ）・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（ふのり　しめじ　ネ
ギ）・焼き魚（ほっけ　大根おろし）・
マーボー茄子（なす・豚ひき肉　に
んにく　長ネギ　豆板醤　ごま油）・
香の物・佃煮

ご飯・みそ汁（大根　豆腐　人参）・
煮込みハンバーグ（合いびき肉・ビ
ストロポテト・スパゲッティナポリタ
ン・玉葱）・春雨サラダ（春雨　ロー
スハム　もやし）・べったら漬け

ご飯・みそ汁（わらび　すり身　長ネ
ギ）・煮魚（生姜　昆布　こんにゃ
く）・マカロニサラダ（マカロニ　玉葱
茹卵　胡瓜　レタス　ソーセージ）・
香の物・さつま芋甘煮

ご飯・みそ汁（椎茸　百合根　大根
葉）・天ぷら盛合わせ（尾付きえび
なす　本しめじ　さつま芋　大根おろ
し　天つゆ）・白和え（豆腐　すりご
ま　人参　黒コン　いんげん）・沢庵
大根甘酢

ご飯　・ごぼうと南瓜だんごの味噌
汁　・タンドリーチキン（鶏もも肉・生
野菜・オレンジ）・いんげん炒め煮
（いんげん・人参・オレンジ）・スナッ
クえんどう甘煮・香の物（白菜漬け）

ご飯・味噌汁（えびすり身　大根）・
魚ホイル焼(魚　みそマヨネーズ
ピーマン　生椎茸　マッシュポテト
カーネルコーン）・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

１３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日

朝

ご飯・味噌汁（エリンギ・ふのり・葱）・牛
乳・はんぺんのチーズサンド（はんぺ
ん・カットチーズ・生野菜　・オレンジ）・
切り干し大根（ごぼう・人参・天ぷら蒲
鉾・ひじき）・甘海老塩辛・ピリ辛胡瓜

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

ご飯・味噌汁（油揚げ・万能ねぎ）・
牛乳・キャベツのマフラー煮（人参・
てんぷら・ひじき・本しめじ・青葉）・
納豆しらす入り（しらす・長葱）・ヨー
グルト（煮リンゴ・キュウイ）

ご飯・味噌汁（南瓜団子・わかめ・
長葱）・牛乳・焼き魚（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　・盛り合わせ（・シーチキンオ
ムレツ　・生野菜　・オレンジ）　・大
豆とひじきの炒め煮　・一夜漬　・塩
辛

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・焼き物（さんまのご
ぼう巻・温野菜・みかん）・とりごぼ
う（人参・いんげん）・香の物

昼

スープ（わかめ・レタス・わかめ・生
姜）・塩焼きそば（玉葱・豚肉・もや
し・むきえび・いんげん）・りんごヨー
グルトかけ・紅生姜

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）・じゃが芋のポ
タージュ（コンソメ・玉葱・牛乳・芋・生ク
リーム・クラッカー）・温野菜サラダ（キャ
ベツ・人参・ハム・レタス）・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

・わかめスープ　・炊き込み
ピラフ　・サラスパサラダ　・
福神漬

天ぷらそば（玉葱・ピーマン・干しエビ・
生椎茸・尾付き海老・長葱）・和え物（も
やし・オホーツク・胡瓜・ピーマン・中華く
らげ）・白玉小倉あんかけ

スープ（生姜・きくらげ・春雨）・ナポ
リタンスパゲッティー（玉葱・ピーマ
ン・ソーセージ・トマトケッチャップ）・
サラダ（南瓜・胡瓜・シーチキン・レ
タス）・コーヒー

夕

麦入りご飯・味噌汁（大根・椎茸・油揚
げ）・ジンギスカン（玉葱・ピーマン・ラム
肉・もやし・人参きのこ）・フルーツヨー
グルト（バナナ・キュウイ・黄桃缶・ヨー
グルト）・香の物（胡瓜）

ご飯・中華スープ（ニンニク・玉葱・
レタスノ青葉）・エビ入り大焼売盛り
合わせ（エビ入り大焼売・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（・〆サバ　・
サーモン　・いか　・その他）・ズイキの
炒め煮（人参・生揚げ・こんにゃく・青
葉）

五穀米入りご飯・味噌汁（キャベツ・
卵）・とりササミチーズフライ（チー
ズ・生野菜）・トマト・奴豆腐（大根お
ろし）・浅漬け

・ご飯　・ラーメン汁　・鯖の味噌煮
（・揚げ茄子）　・豚しゃぶサラダ　・
沢庵　・小松菜とちくわの胡麻和え

ご飯・味噌汁（南瓜だんご・長葱・わか
め）・ぎせい豆腐（玉子・むきえび・にら・
生椎茸・土ごぼう・人参・大根おろし）・
キャベツときのこのサラダ（リンゴ・レー
ズン・ハム）・香の物

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）・里芋の含
め煮（人参・こんにゃく・本シメジ）・
香の物

２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日

朝

ご飯・味噌汁（エリンギ　ふのり
葱）・牛乳・はんぺんのチーズサン
ド（はんぺん　カットチーズ　生野菜
オレンジ）・金平ごぼう（ごぼう　人
参　天ぷら蒲鉾　ひじき）・香の物

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

ご飯・味噌汁（芋もち　万能ねぎ）・
牛乳・キャベツのマフラー煮（人参・
てんぷら・ひじ　本しめじ　青葉）・納
豆しらす入り（しらす　長葱）・ヨーグ
ルト（煮リンゴ　キュウイ）

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（ナマク
リーム　生野菜　トマト）・大豆とひじ
きの煮物（茹で大豆　ごぼう　鶏肉
人参　ひじき　こんにゃく）・香の物
（白菜のこうじ漬け）

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・つくね串盛り合わせ
（つくね串　生野菜　みかん）・とりご
ぼう炒め煮（いんげん・人参　こん
にゃく・とりごぼう）・香の物・枝豆

昼

スープ（わかめ　レタス　わかめ　生
姜）・焼きそば（玉葱　豚肉　もやし
むきえび　いんげん）・くだもの（りん
ご・ブドーゼリー）・香の物（紅生姜）

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・玉葱
牛乳　生クリーム）・野菜サラダ（サ
ラミ　大根　パプリ）・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

ポトフスープ（ベーコン・人参・ウイ
ンナー）・炊き込みピラフ（玉葱
ベーコン　ミックスＶコンソメ　バ
ター）・サラダ（生ハム　ブロッコリー
クリームチーズ　レタス　大根）・デ
ザート（梅ゼリー　もも缶）・福神漬

いかざるそば（そば・いか・大葉・刻
みのり・たれ・タレ）・大根とクラゲの
酢の物（大根・ピーマン・クラゲ・オ
ホーツク）・抹茶ぷりん小豆のせ（抹
茶プリン・小豆）

野菜スープ（生姜　野菜　ミックス
Ｖ）・えびクリームパスタ（玉葱　えび
ソーセージ　タラコ　生クリーム　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・玉
子）・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（玉子　玉葱　レタ
スノ青葉）・手つくり肉焼売盛り合わ
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
（〆サバ　　サーモン　いか　その
他）・ズイキの炒め煮（人参　生揚
げ　こんにゃく　青葉）

ご飯・味噌汁（キャベツ　卵）・とりサ
サミのガーリック焼き（ニンニク・生
野菜）・トマト・奴豆腐（大根おろし）・
香の物（白菜醤油漬け）

・ご飯　・そうめん汁　・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・みそ汁（人参　揚げ　いもも
ち）・揚げ豆腐（えのき・本シメジ・み
つぱ・舞茸・オホーツク）・白菜とフ
ルーツサラダ（レーズン・白菜・玉
葱・りんご・Gフルーツ）・香の物（白
菜浅漬け）

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）・里芋
の含め煮（ウインナー　里芋　本シ
メジ　さんま缶）・香の物（白菜麹漬
け）

２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１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・ハムエック（ハム・生野
菜・トマト）・中華風切り干し大根炒
め煮（切り干し大根・人参・ヒジキ・
中華のタレ）・香の物（一夜漬け）

ご飯・みそ汁（豆腐・ワカメ・長ネ
ギ）・牛乳・野菜のソテー（豚バラ
肉・本シメジ・人参・ブロッコリー・玉
葱・キャベツ）・玉子豆腐あんかけ
（卵豆腐・かにかま・竹の子）・香の
物・煮豆（花豆）

ご飯・味噌汁（ふき　油揚げ　長葱）・牛
乳・焼き魚（たらのカマ　大根おろし・Ｇ
フルーツ・マンゴー）・ひじきの炒め煮
（ひじき・油揚げ・人参・いんげん・味付
き椎茸）・香の物（かぶ一夜漬け）

ご飯・みそ汁（えりんぎ・南瓜・長葱）・牛
乳・煮物（椎茸･京がんも・大根・人参・
焼とうふ・ブロッコリー）・オクラ入り納豆
（おくら・長ネギ）・一漬けや・くだもの

昼

・ご飯・みそ汁（南瓜・麩）ヒレカツ丼
（ヒレ７肉・玉葱・竹の子・生椎茸・
みつぱ・卵・もみのり・玉子）・お浸し
（キャベツ・花カツオ）・ぶどうゼ
リー・香の物

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

鮭雑炊（鮭・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（豚バラ水菜巻き・オ
レンジ・トマトクリームチーズ）・香の
物（みそ漬け）

豚肉ときのこうどん（豚バラ肉・本し
めじ･椎茸・ほうれん草・長葱）・ミニ
寿し（マグロ・オッホーツク・パセリ・
卵）・ブロッコリー香味炒め（ブロッコ
リー・ニンニク・人参）・香の物・キャ
ラメルプリン

スープ（なす・ごぼう）・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）・サラダ（Ｇアスパ
ラ・生ハム・トマト・パイン）・香の物（福
神漬け）
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夕

きび入りご飯・豚汁（豚カタロース・
芋・人参・大根・本シメジ・ワカメ・長
葱・昆布・ごぼう・大揚げ・豆腐）・盛
合わせ（イカ焼売・錦糸卵・生野菜・
Gフルーツ）・ピーナッツ和え（ピー
ナッツ・小松菜・人参）・香の物（み
そ漬け）

ご飯・みそ汁（大根・本シメジ・みつ
ぱ）・煮魚（昆布・生姜・大根）・スパ
ゲティ-イタリアンサラダ（サラミ・サ
ラスパ・玉葱・胡瓜・ピーマン・胡
瓜・茹で卵・レタス）・香の物（カブと
胡瓜の浅漬け）

ご飯・みそ汁（白菜・油揚げ）・陶板
焼き（銀鮭・豚ヒレ・玉葱・ポーマン・
エリンギ・たれ）・ナムル（ほうれん
草　人参　えのきたけ　ロースハ
ム）・玉子と野沢菜・香の物（ベッタ
ラ漬け）

ほたてご飯（ほたて・本シメジ・ごぼ
う・油揚げ・絹さや・人参）・みそ汁
（豆腐・なめこ・万能ねぎ）・盛合せ
（とり竜田揚げ・ほうれん草のお浸
し・厚焼き卵・トマト）・なすの炒め煮
（なす・・ピーマン・みそ）・香の物
（紅しょうが）

ご飯・みそ汁（本しめじ・はんぺん）・
豚ロースピッザソース漬け（ビストロ
ポテト・生野菜　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（かぶ）


