
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1

朝

・ご飯・味噌汁・茄子
と豚肉の味噌炒め・
ニシンの切り込み・煮
豆

昼

・ご飯・味噌汁・たら
のみりん漬け・ミモザ
風マカロニサラダ・肉
じゃが

夕
・ご飯・味噌汁・マー
ボー茄子・冷奴・サラ
ダ
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朝
・ご飯・味噌汁・ニラ
玉・紫蘇味噌・ウイン
ナー・煮豆

・ご飯・餃子スープ・
スクランブルエッグ・
ハッシュドポテト・ブ
ロッコリー・みかん

・ご飯・味噌汁・鮭の
塩焼き・ほうれん草
のお浸し・フィッシュ
ハンバーグ・

・ご飯・味噌汁・ウイ
ンナーとアスパラ炒
め・マカロニサラダ・
昆布の佃煮

・ご飯・味噌汁・サバ
の塩焼き・切干大根
の煮物・ピーマンとウ
インナー炒め

・ご飯・味噌汁・ピー
マン塩コショウ炒め・
玉子焼・レタスとツナ
のサラダ

・ご飯・味噌汁・目玉
やきベーコン添え・ト
ラフとサーモン焼き・
ほうれん草おかか和
え

昼
・ご飯・（おにぎり）・う
どん・ポテトサラダ・フ
ル―チぇ

・恵方巻き（海老カツ
まき・ハムレタス巻
き）・蕎麦（温かい）・
白菜のお浸し

・ご飯・スープ・あん
かけ焼きそば・ポテト
とマカロニのミックス
サラダ

・ご飯・味噌汁・生姜
焼き・生野菜添え・ト
マト・大学芋風炒め
煮・漬物・林檎

・キーマーカレー・
スープ・ほうれん草の
お浸し・ハムと竹輪の
サラダ

・鶏そぼろ丼半熟玉
子のせ・フキと竹輪
の胡麻炒め・鮪の刺
身（大根のつま添え.・
りんごとミカン

・ご飯・味噌汁・チカ
のフライレタストマト
添え・ホッキサラダ・
胡瓜の酢の物・白菜
の漬物

夕

・ご飯・味噌汁・ミル
フィーユかつ・マー
ボー春雨・キャベツハ
ムサラダ

・ご飯・味噌汁・モヤ
シナムル・フキの煮
物・マーボー豆腐

・五目チャーハン・
スープ・豚冷しゃぶサ
ラダ・フル―チぇ

・炊き込みご飯・味噌
汁・はたはたの煮付・
水炊き・白菜の漬物

・ご飯・春雨と肉だん
ごのスープ・カニ玉・
春菊の胡麻和え・ひ
き肉いり茄子の味噌
炒め

・ご飯・味噌汁・プル
コギ・にら玉子とじ・
竹輪サラダ

・ご飯・味噌汁・いな
だの照り焼き・棒棒
鶏・もやしナムル
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朝
・ご飯・味噌汁・さん
ま蒲焼き・玉子豆腐

ご飯・味噌汁・餃子・
ツナサラダ・もずく・ト
マト

・ご飯・味噌汁・秋刀
魚缶・ウインナー・ブ
ロッコリー・酢漬け

・ご飯・味噌汁・サバ
味醂焼き・きゅうりの
和え物・厚焼き玉子・
佃煮

・ご飯・味噌汁・焼き
魚・玉子焼・煮豆

・ご飯・味噌汁・野菜
炒め・ミートボール・
玉子焼

・ご飯・味噌汁・ミート
ボールのケチャップ
炒め・スクランブル
エッグ・佃煮

昼

・ご飯ニラとキノコの
スープ・クリームシ
チュー・ポテトサラダ・
胡瓜の酢の物

・おむすび・（鮭・梅）・
ニラ玉・味噌汁・生姜
焼き・キャベツ添え・
とまと・佃煮・林檎

・赤飯・味噌汁・グ
リーンサラダ（レタス・
アスパラ）・肉じゃが・
漬物

・カツカレー・スープ・
サラダ・フル―チぇ

・ご飯・味噌汁・刺身・
フル―チェ・コールス
ローサラダ・漬物

・焼きうどん（焼きそ
ば）・フキの煮物・フ
ル―チぇ

・ピラフ・ワカメスー
プ・鶏肉のクリーム
煮・ポテトサラダ

夕
・ご飯・味噌汁・柔ら
か和風ハンバーグ・う
ずらサラダ・漬物

・いなり寿司・かしわ
蕎麦・漬物

・ご飯・味噌汁・揚げ
豆腐の肉巻き・モヤ
シの和え物・ウドの酢
味噌和え・かすべの
煮付

・ご飯・味噌汁・豚肉
の玉子とじ・茄子の
煮びたし・酢の物

・ご飯・ポトフ・いち
ご・天ぷらのかまぼこ

・ご飯・味噌汁・焼き
魚・サラダ・肉じゃが

・ご飯・味噌汁・ラム
の冷しゃぶ・温野菜・
春菊胡麻和え・フル
―チぇ
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朝
・ご飯・味噌汁・目玉
焼き・煮豆・じゃこ・も
ずく

・ご飯・味噌汁・チン
ジャオロース・ウズラ
の卵入り肉団子・昆
布の佃煮・フル―チぇ

・ご飯・味噌汁・ウイ
ンナーのケチャップ
炒め・サバの塩焼き・
佃煮

・ご飯・味噌汁・ウイ
ンナーとアスパラの
炒め・ポテトサラダ・
煮豆

・ご飯・味噌汁・さつ
ま揚げの煮物・スクラ
ンブルエッグ・海鮮サ
ラダ

・ご飯・味噌汁・シュ
ウマイ・ほうれん草の
玉子焼・ゴボウのサ
ラダ・煮豆

・ご飯・味噌汁・目玉
焼き・鮭の塩焼・ホッ
キサラダ

昼

・ご飯・玉子スープ・
豚すき煮・マカロニサ
ラダ・キゥイとフル―
チぇ

・手巻きすし（まぐろ・
サーモン・ホタテ・海
老・とびっ子・玉子）・
入り鶏・きのこのスー
プ・玉子サラダ

・さぬきうどん（温か
い）・きゅうり酢の物・
南瓜のあんかけ煮・
みかん

・ご飯・味噌汁・焼き
茄子・肉じゃが・胡瓜
の酢の物

・焼きうどん・デミグラ
スハンバーグ・胡瓜と
もやしのナムル・スー
プ

・かしわ蕎麦・サーモ
ンマリネ・ポテトサラ
ダ

・ご飯・味噌汁・おで
ん・ピーマンの炒め
物・数の子の味付け・
フルーチェ

夕

・栗ご飯・味噌汁・き
んきの煮付・ほうれん
草のなめたけ和え・
漬物

・ご飯・味噌汁・大根
の鶏そぼろ煮・揚げ
出し豆腐・大学芋・モ
ヤシのおかか和え

・ご飯・味噌汁・春巻
き・白身のフライ・人
参オリーブオイル炒
め・煮物

・混ぜご飯・味噌汁・
おでん・ホッケ焼き・
春菊の胡麻和え

・ご飯・カニ玉スープ・
ホイコーロー・マー
ボー豆腐・フキと竹の
子の煮物

・ご飯・味噌汁・鯖の
塩焼・ラーメンサラ
ダ・フキと白滝の煮物

・ご飯・味噌汁・人参
と豚肉の甘煮・イカリ
ング・キャベツとアス
パラ添え
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朝
・ご飯・味噌汁・目玉
焼き・煮豆・漬物

・ご飯・味噌汁・スクラ
ンブルエッグ・魚肉ハ
ンバーグ・煮豆

・ご飯・味噌汁・ししゃ
も・白菜のお浸し・黒
豆・オレンジ

・ご飯・味噌汁・鯖の
塩焼・玉子焼・春菊
のお浸し

・ご飯・味噌汁・鮭焼
き・ウインナー・野菜
と天カマの煮びたし

・ご飯・コーンスープ・
鶏の手羽先・ポテト
サラダ・スクランブル
エッグ

昼

・ご飯・スープ（ワカメ
とネギ）・餃子のあん
かけ・そばのサラダ・
数の子・煮豆

・ご飯・味噌汁・生姜
焼きのレタス添え・南
瓜の含め煮・白菜の
お浸し・ナポリタン

・中華丼・ワカメスー
プ・マーボー春雨・漬
物・フルーチェ

・焼きそば・餃子スー
プ・ナムル・フルー
チェ

・ご飯・味噌汁・やわ
らかハンバーグ生野
菜トマト添え・ほうれ
ん草と人参の白和え

・ご飯・味噌汁・ホッ
ケ・餃子・大根サラ
ダ・南瓜の煮物

夕

・ご飯・具だくさん味
噌汁・豚肉と人参の
炒め物・お浸し・大根
のなめ茸入り

・栗ご飯・玉葱とピー
マンのスープ・筑前
煮・キャベツとツナ
コーンサラダ

・散らし寿司・かしわ
うどん・野菜炒め・白
菜の梅肉和え

・ご飯・味噌汁・豚バ
ラと大根の煮物・ホタ
テしゅうまいのあんか
け・きゅうりとみかん
の酢の物

・ご飯・味噌汁・鶏肉
の玉子とじ・茄子の
煮びたし・ニラのお浸
し

・ご飯・味噌汁・カス
ベの煮魚・ほうれん
草の白和え・お浸し・
はっさく
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