
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

30 31 1

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・天カマとﾋﾟｰﾏﾝの炒め
物・茄子焼鯖味噌煮

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
の生姜焼き・漬物・紫蘇
味噌・鮭焼魚・煮豆・チン
ゲン菜のかつお節和え・
トマト

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭・
胡瓜・目玉焼き・ソーセー
ジ炒め・紫蘇味噌・ﾊﾞﾅﾅ

昼
鯖の棒寿司・豚汁・トマト
と玉葱のマリネ・胡瓜の
漬物・玉子豆腐

玉子のリ巻き・うどん汁・
ササミサラダ・ささぎ豆と
芋の煮物

かき揚げうどん・キャベツ
と天カマの炒め物・おに
ぎり・かぼちゃのそぼろあ
んかけ

夕
カレーライス・茄子、きの
こ、天カマの煮物・野菜ｻ
ﾗﾀﾞ・煮豆・ゆで卵

ご飯・味噌汁・タラのムニ
エル・大根と鶏肉の煮物・
白菜の梅和え

混ぜご飯・味噌汁・ﾎﾟﾃﾄ
ハム巻きサラダ・胡瓜ト
ビッコ和え・漬物
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朝
ご飯･味噌汁・紅鮭焼魚・
ウィンナー炒め・目玉焼
き・ｻﾗﾀﾞ・みかん

ご飯･味噌汁・牛乳・和風
スクランブルエッグ・ﾋﾟｰﾏ
ﾝとハムの炒め物・鮭焼
魚・煮豆・紫蘇味噌

ご飯･味噌汁・牛乳・サバ
焼魚・じゃが芋と天カマの
煮物煮豆・カニカマ・紫蘇
味噌・スイカ

ご飯･味噌汁･牛乳・鮭焼
魚ベーコン、レタスバター
炒めかぼちゃ煮・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・紫蘇
味噌・玉子焼き・煮豆・天
カマ、いんげんの煮物・

ご飯・味噌汁・牛乳・ソー
セージの玉子とじ・紫蘇ワ
カメ・さんまの焼魚・大根
おろし・茄子焼・キウイフ
ルーツ・桃

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・かぼちゃ
の煮物ウィンナー・カニカ
マ

昼
そば飯・味噌汁・白菜の
お浸し・芋のそぼろあん
かけ・スイカ

ご飯･味噌汁･かに玉・か
ぼちゃ煮・豚肉とキャベツ
の炒め物

親子丼・味噌汁・ｽﾊﾟｹﾞﾃｲ
ｻﾗﾀﾞ・煮豆・桃

夏野菜エビカレー・スー
プ・かぼちゃ・スイカ

オムライス・玉子スープ・
ｻﾗﾀﾞ・スイカ

ご飯・味噌汁・かぼちゃの
煮物・ニラの玉子とじ・豚
肉、ﾋﾟｰﾏﾝ、玉葱の炒め
物

明太子クリームうどん・き
のこスープ・エビマヨ・メロ
ン

夕
ご飯･味噌汁・いり豆腐・
ホイコーロー・春雨サラダ

キーマカレー・玉子スー
プ・カブの煮物・椎茸と
ベーコンの塩こしょう炒
め・フルーツ

ご飯･味噌汁・肉野菜炒
め・ホッケ焼魚・コロッケ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・黒豆・冷しゃぶ・紫蘇
味噌・みかん

鮭ちらし・味噌汁・芋団
子・きのこの中華炒め

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・ネギと玉子の炒め物・
肉じゃが

混ぜご飯・味噌汁・胡瓜
の生酢・みかん・ポテトサ
ラダ・ハム
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・ｻﾗﾀﾞ・ベーコン、も
やし炒め・ソーセージ炒
め・玉子焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・赤
魚・ささぎ・フキと揚げの
煮物・紫蘇昆布

ご飯・味噌汁・牛乳・茄子
とインゲンの炒め物・紫蘇
味噌・玉子焼き・ほうれん
草のお浸し・カニカマ、さ
んまの蒲焼

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の竜田焼・玉葱の玉子と
じ・黒豆・ﾋﾟｰﾏﾝとハムの
炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ウィンナー・蕗と揚
げの煮物・鯖焼魚・紫蘇
味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・梅干・ウィンナー・さ
さぎ豆と芋の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・煮豆・胡瓜の漬物・
天カマ、茄子、ﾋﾟｰﾏﾝの煮
物・梅干・カニカマ

昼
玉子天丼・そうめん・鯖焼
魚切干大根

ご飯・味噌汁・大根と挽肉
の煮物・麻婆豆腐・きのこ
と野菜と玉子のあんかけ
の炒め物・

焼そば・鮭、ワカメのおに
ぎり・漬物・南瓜の煮物・
ニラの玉子とじ・玉子スー
プ

ちらし寿司・そーめん汁・
ラーメンｻﾗﾀﾞ・ﾎﾟﾃﾄ・メロン

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・胡麻豆腐・春雨
サラダ大根と天カマの煮
物

炒飯・味噌汁・芋団子・胡
瓜の酢の物・玉子豆腐

カレーライス・玉子スー
プ・かぼちゃの煮物・茄子
とﾋﾟｰﾏﾝの炒め物・桃

夕

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・大根と天カマの
煮物・ほうれん草のお浸
し

ご飯・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・天カマとささぎの煮
物・玉葱と鶏肉の玉子と
じ・インゲンの胡麻和え

ご飯・味噌汁・宗八焼魚・
天カマとキャベツの炒め
物・豚肉の甘酢炒め・春
雨サラダ

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
肉じゃが・白菜の胡麻和
え

冷麦・梅おにぎり・ホール
コーン炒め・桃、メロン、
キウイ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
鮭・酢の物・カニカマ・イン
ゲンｻﾗﾀﾞ

エビ丼・味噌汁・冷しトマ
ト・白菜のお浸し・芋団子
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ホッケ焼魚・芋と天
カマの味噌煮・茄子焼・鮭
ふりかけ

ご飯・牛乳・サンマの蒲
焼・ニラと玉子炒め・かぼ
ちゃ煮トマト

ご飯・味噌汁・鯖の塩焼
き・目玉焼き・炒飯・ベー
コンと小松菜炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・野菜
炒め・目玉焼き・紅鮭焼
魚・桃

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
スクランブルエッグ・ホッ
ケ焼魚・胡瓜とツナの和
え物・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・鮭焼魚・かぼちゃ
煮・梅干・えのきとベーコ
ンの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・梅干・サンマの蒲
焼・ハムポテト・ほうれん
草のお浸し・カニカマ・煮
豆

昼
塩ラーメン・ワカメご飯・豚
肉の生姜焼き・フルーツ

中華丼・スープ・えのきと
舞茸のマヨポン炒め・芋と
挽肉の煮物・スイカ

ご飯・味噌汁・スコッチ
エッグﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・ブロッコ
リー・カニカマ・フルーツポ
ンチ

天ぷらうどん・稲荷寿司・
かぼちゃの煮物・胡瓜の
サラダバナナ、桃

親子丼・玉葱とネギの味
噌汁・煮豆・レタス、胡
瓜、カニカマのサラダ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ホッケ焼魚・もやしとﾋﾟｰﾏ
ﾝとハムのナムル・トマト

鶏天丼・味噌汁・ほうれん
草とツナの和え物・芋団
子

夕

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・大
根、鶏肉、人参の煮物・き
のことソーセージの塩胡
椒炒め

ご飯・味噌汁・メヌキの糠
漬け・肉じゃが・大根、天
カマの煮物

カレーライス・ポトフ・スイ
カ

ご飯・味噌汁・サンマ焼
魚・もやしの酢味噌和え・
芋団子

ご飯・味噌汁・八宝菜・大
根、鶏肉、天カマの煮物・
ホッケ焼魚・漬物

ご飯・味噌汁・天カマとさ
さぎの煮物・かすべの煮
漬け・玉葱の玉子とじ・胡
瓜の漬物・カニカマ・みか
ん

ご飯・味噌汁・タラのムニ
エル・レタスとトマトのサラ
ダ・大根と鶏肉の煮物・胡
瓜の酢の物
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚・白菜のお浸し・玉子焼
き

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ焼魚・豚肉炒め・ウィン
ナー、ししとう炒め・玉子
焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くねちくわの生姜煮・ﾋﾟｰﾏ
ﾝとベーコンの炒め物・ス
クランブルエッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・じゃ
が芋と天カマの煮物・豚
肉の生姜焼き・ほうれん
草のお浸し

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
鯖焼魚・きのことベーコン
炒め・紫蘇巻き味噌・梅
干

ご飯・味噌汁・牛乳･鮭焼
魚・玉子焼き・ソーセー
ジ・天カマとキャベツの煮
物・ミニトマト

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ソーセージ焼・茄子
とﾋﾟｰﾏﾝの炒め物・鮭焼
魚

昼

カレーライス・玉子スー
プ・トマトとズッキーニのｻ
ﾗﾀﾞ・かぼちゃ煮・白玉ぜ
んざい

ご飯・味噌汁・スパゲテ
イ・カニカマ・ハンバーグ・
南瓜の煮物・ほうれん草
のお浸し

天丼・味噌汁・煮豆・人参
ｻﾗﾀﾞ・ハムポテト・ブロッコ
リー・カニカマ

チキンﾗｲｽ・中華スープ・
カツレツ・もやしのナムル

中華丼・玉子スープ・モ
ロッコインゲン炒め・南瓜
団子

きつねうどん・鮭おにぎ
り・インゲンの天ぷら・煮
豆・トマト胡瓜の漬物

醤油ラーメン・炒飯・鶏肉
の煮物・フルーツ

夕
ご飯・三平汁・オリーブパ
スタ・鯖焼・煮豆・酢豚

ご飯・味噌汁・宗八かれ
い焼魚・子和え・とうきび
の炒め物・玉子とほうれ
ん草の炒め物

ご飯・味噌汁・すき焼き

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・麻婆豆腐・インゲンと
天カマの煮物・ポテトサラ
ダ・インゲンの胡麻和え

さんまの蒲焼の炊き込み
ご飯・味噌汁・から揚げ・
さつま芋の煮物・ミニトマ
ト・サラダ

牛丼・味噌汁・ささぎ豆と
芋の煮物・かぼちゃ煮・胡
麻豆腐・漬物

ご飯・味噌汁・芋団子・入
り豆腐・さんまのおろし煮
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