
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5

朝
・ご飯・みそ汁・ししゃ
も焼き・玉子豆腐・白
菜のお浸し・いちご

・ご飯・ポタージュ
スープ・炒り卵・茹で
アスパラ・鶏肉の照り
焼き・フルーチェ

・ご飯・みそ汁・茄子
の煮びたし・ボロニア
ソーセージ・ツナワカ
メ

・ご飯・みそ汁・鯖の
味醂焼き・ニラ玉・胡
瓜とカニカマの酢の
物

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・アスパラのベー
コン炒め・煮豆・コブ
巻き

昼
・ご飯・みそ汁・鯖の
味噌煮・豚肉とふき
の炒め・南瓜サラダ

・山菜おこわ・みそ
汁・ほうれん草の白
和え・切り昆布の煮
物・南瓜漬け

・うどん・鮭のムニエ
ル・ポテトサラダ・りん
ご

・ご飯・みそ汁・鰤大
根・ウドの酢味噌和
え・アスパラ・漬物

・ご飯・みそ汁・鶏肉
の玉子とじ・赤魚の
ぬか漬け・ハムと水
菜のサラダ・桃

夕
・ご飯・みそ汁・カレイ
の煮付・もずく酢・オ
レンジ

・ご飯・みそ汁・鯖・金
平ゴボウ・おくら、カ
ニカマ、長芋の和え
物

・ご飯・みそ汁・チャー
シュー・豆苗の炒め
物・煮玉子・チャプ
チェ

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・マグロとアボガド
和え・茄子の漬物

・ご飯・たちのみそ
汁・天ぷら（茄子・海
老・イカ・春菊・アスパ
ラ）・玉子豆腐・漬物

6 7 8 9 10 11 12

朝
・ご飯・みそ汁・海鮮
春雨・南瓜・漬物・ト
マト

・ご飯・みそ汁・塩鮭・
玉子焼・胡瓜の漬物

・パン・コーンスープ・
ウインナー・スクラン
ブルエッグ・マカロニ
サラダ

・ご飯・みそ汁・厚焼
き卵・春菊のツナ和
え・煮豆・味噌漬け

・ご飯・みそ汁・魚肉
ハンバーグ・フキの
煮物・小松菜のお浸
し

・ご飯・みそ汁・玉子
焼・ほうれん草のお
浸し・煮豆・煮物

・ご飯・みそ汁・ニラと
ベーコンの炒め物・
赤魚の醤油漬け・味
胡瓜・桃

昼
・ピラフ・スープ・ハン
バーグ・サラダ・フキ
の炒め物

・炒飯・ミネストロー
ネ・鱈のフライ・ポテト
サラダ

・散らし寿司・みそ汁・
唐揚げ・サラダ・オレ
ンジ

・ミートスパゲティ―・
コーンスープ・餃子・
温野菜・杏仁豆腐

・ご飯・みそ汁・豆腐
の玉子とじ・ニラのお
浸し・豚肉と茄子の
味噌炒め

・混ぜご飯・みそ汁・
カレイの煮付・金平ゴ
ボウ・白菜のなめた
け和え

・ご飯・みそ汁・豚の
生姜焼き・マカロニサ
ラダ・べったら漬け

夕
・ご飯・みそ汁・焼き
餃子・もやしのナムル

・豚丼・みそ汁・白菜
のお浸し・鯖

・ご飯・豚汁・カレイの
味醂付け・野菜とな
め茸の和え物・ピー
マンの炒め物・フ
ルーチェ

・カレーライス・ワカメ
スープ・酢の物・ほう
れん草のなめ茸和え

・ご飯・みそ汁・スパ
ゲティーサラダ・ミート
ボール・煮物

・三色丼・味噌汁・チ
キンカツ・胡瓜の漬
物

・ネギトロ丼・アサリ
のみそ汁・フキ、竹の
子、鯖の味噌煮・ほう
れん草のお浸し・漬
物

13 14 15 16 17 18 19

朝

・ご飯・みそ汁・玉子
焼・ウインナー・ホッ
キマヨと胡瓜の和え
物・煮豆

・ご飯・みそ汁・ホッキ
サラダ・ゴボウサラ
ダ・鮭焼き・玉子焼

・ご飯・みそ汁・ほう
れん草とベーコンの
炒め物・サーモンの
マリネ・玉子豆腐

・ご飯・みそ汁・ウイン
ナー・煮豆・ワカメの
サラダ

・ご飯・みそ汁・焼き
魚・温野菜・納豆・漬
物・フルーチェ

・ご飯・みそ汁・さつま
揚げの醤油炒め・ほ
うれん草の玉子焼・
煮豆・納豆

・ご飯・みそ汁・ミート
ボール・だし巻き玉
子・ほうれん草のお
浸し・オクラ納豆

昼

・ご飯・みそ汁・鶏の
うま煮・ほうれん草と
しめじの胡麻和え・た
くあん・苺

カレーライス・ニラ玉
スープ・シーザーサラ
ダ・いちごとみかん

・ご飯・みそ汁・煮魚・
アスパラの酢味噌・
コールスローサラダ・
フルーツ

・ご飯・みそ汁・豚肉
の玉子とじ・水菜とハ
ムのサラダ・マーボー
豆腐

・ご飯・味噌汁・チカ
のフライ・白菜のお浸
し・カブの煮物・たくあ
ん

・うどん・金平ゴボウ・
モヤシのサラダ・いち
ごのフルーチェ

・ご飯・みそ汁・ぶり
の塩焼・竹輪の磯辺
揚げ・大根の煮物・オ
レンジ・バナナフルー
チェ

夕

・ご飯・みそ汁・豚バ
ラのピカタ・マカロニ
サラダ・ひじきと天カ
マの煮物・みかん

・ご飯・鶏牛蒡のみそ
汁・クリームコロッケ・
ウドの酢の物・フルー
ツ

・散らし寿司・みそ汁・
唐揚げ・マカロニサラ
ダ・茄子の煮物

・豚丼・みそ汁・酢の
物・白菜のなめたけ
和え・みかんヨーグル
ト

・ご飯・ワカメのスー
プ・ハンバーグ・南瓜
のサラダ・トマト

・ご飯・春雨スープ・
豚肉の茄子の炒め
物・赤魚の粕漬け焼
き・水菜のサラダ・フ
ルーツ

・まぐろ漬け丼・みそ
汁・ラーメンサラダ・
昆布と天カマの煮物

20 21 22 23 24 25 26

朝
・パン・ハンバーグ・
水菜のサラダ・ポテト

・ご飯・みそ汁・ニラの玉子
とじ・水菜と胡瓜の和え
物・煮豆・漬物

・ご飯・みそ汁・ミート
ボール・秋刀魚の蒲
焼き・茄子の漬物・ゼ
リー

・ご飯・みそ汁・鮭・玉
子焼・ほうれん草の
お浸し・煮豆

・ご飯・みそ汁・ミニ
バーグ・ほうれん草
の玉子とじ・ゴボウの
サラダ・漬物

・ご飯・鶏団子汁・カ
ブと天カマの煮物・南
瓜のサラダ・チーズ
かまぼこ

・ご飯・みそ汁・赤魚
の粕漬け・シーチキ
ンと野菜のサラダ・ト
マト・昆布の佃煮

昼
・混ぜご飯・みそ汁・天ぷ
らかまぼこ・長芋となめ茸
の和え物

・ご飯・みそ汁・ス
テーキ・ブロッコリー
添え・煮物・オレンジ

・稲荷寿司・みそ汁・
フキの油炒め・出し
巻き玉子・スイカ

・ご飯・みそ汁・茄子
のミート和え・いんげ
んの胡麻和え・もや
いのナムル

・ご飯・海老と餃子の
スープ・鯖の西京漬
け・手羽先の甘辛煮・
フルーチェ

・かき揚げうどん・も
やしと胡瓜のサラダ・
オレンジ

・ご飯・オニオンスー
プ・メンチカツ（キャベ
ツ添え）・マーボー春
雨

夕

・ご飯・みそ汁・チキ
ン南蛮（タルタル風）・
トマト・ほうれん草の
胡麻和え・ブロッコ
リーの酢味噌和え

・ご飯・みそ汁・シュウ
マイ・湯豆腐・胡瓜の
なめ茸和え・茄子と
ピーマンの味噌炒め

・カレーライス・豆腐
スープ・長芋の中華
サラダ・メロン

・ご飯・みそ汁・カブと
鶏そぼろのあんか
け・ホッケ・南瓜の煮
物・漬物

・鮪の漬け丼・具だく
さんみそ汁・鯖の味
噌煮・サーモンマリネ

・ご飯・餃子のスー
プ・ホッケ・ウドの酢
味噌和え・茄子と豚
肉の味噌炒め

・ご飯・みそ汁・ニラと
ベーコンの玉子とじ・
鶏肉と大根の煮物・
水菜とハムのサラダ

27 28 29 30

朝
・ご飯・みそ汁・鮭・ア
スパラの肉巻き・ホッ
キサラダ・漬物

・ご飯・みそ汁・ニラ
玉・ロールキャベツと
肉団子・生姜昆布

・ご飯・みそ汁・ウイン
ナー・スパゲティーサ
ラダ・黒豆・白菜のお
浸し

・ご飯・みそ汁・ホッ
ケ・出し巻き玉子・サ
ラダ・桃

昼

・ご飯・みそ汁・チン
ジャオロース・ひじき
と白滝の煮物・えの
きと胡瓜の胡麻和え

・ご飯・味噌汁・ネギ
の肉巻き・サーモン
サラダ・漬物・フルー
チェ・苺

・おにぎり・きのこうど
ん・もやしのシーザー
サラダ・りんご

・豚ヒレ甘辛丼・みそ
汁・ニラ玉ベーコン・
みかん

夕
・ご飯・みそ汁・餃子・
野菜とシーフードの
煮込み・冷奴

・ご飯・温素麺・肉団
子の甘酢あんかけ・
マカロニサラダ・切干
大根

・ご飯・みそ汁・鶏肉
の玉子とじ・マーボー
春雨・ほうれん草の
お浸し

・ご飯・みそ汁・カレイ
の煮付・大根と鶏肉
の煮物・胡瓜の漬物
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