
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝

ご飯・味噌汁・ウィン
ナー・鮭焼魚・紫蘇味噌・
スクランブルエッグ・かぼ
ちゃの煮物・梨

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・野菜とソーセジの炒
め物・紅鮭・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・ホッケ焼魚・ベーコ
ン、ほうれん草炒め・ミー
トボール

昼
さんまの蒲焼丼・豚汁・ほ
うれん草と柿の白和え・
煮豆

オムライス・味噌汁・かぼ
ちゃのサラダ・もやしのナ
ムル

カレーライス・マカロニサ
ラダかぼちゃ煮・バナナと
みかん

夕
タラ鍋・おにぎり・トマト・
煮豆

ご飯・味噌汁・たら焼魚・
八宝菜・大根、天カマ煮

ご飯・味噌汁・ﾎﾟﾃﾄコロッ
ケ・キャベツと天カマの煮
物・トマト
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・鶏つくね、ﾋﾟｰﾏﾝの炒
め物・芋と天下カマの煮
物

ご飯・味噌汁・牛乳・メバ
ル焼魚・ベーコン、キャベ
ツ炒め・目玉焼き・豚肉の
照焼き

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・カニカマ・目玉焼き・
ﾋﾟｰﾏﾝとハムの炒め物・ひ
じきの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・鮭焼魚・ウィンナー・
ほうれん草のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼魚・紫蘇味噌・スクラ
ンブルエッグ・かぼちゃの
煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼魚・ソーセージ炒め・
だし巻き玉子・春巻き・南
瓜煮・梅干・フルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・紫蘇
味噌・ベーコンとほうれん
草の炒め物・鮭焼魚

昼
親子丼・味噌汁・ハン
バーグほうれん草のお浸
し・煮豆・紅じゃこ・ぶどう

うどん・稲荷寿司・かぼ
ちゃ煮・ちくわとツナのサ
ラダ・フルーツポンチ

鶏天丼・味噌汁・玉葱の
玉子とじ・芋団子・胡瓜の
浅漬け

ご飯・豚汁・エビカツのタ
ルタルソース・胡瓜のト
ビッコ和え・ﾎﾟﾃﾄサラダ

炒飯・スープ・さつま芋
煮・かぼちゃ・ほうれん草
のお浸し・ゆで玉子・カニ
カマ

醤油ラーメン・おにぎり・
漬物・鶏肉、天カマ、大
根、椎茸の煮物・フルー
ツポンチ

かき揚げそば・稲荷寿司・
芋団子・きのこの中華炒
め・ハムカツ

夕

にぎり寿司(マグロ、サー
モン、ハマチ、白身、いく
ら、トビッコ、玉子)・ソーメ
ン汁・柿

ご飯・味噌汁・すき焼き

ご飯・味噌汁・フキと天カ
マ煮・煮豆・かぼちゃのコ
ロッケ・豚肉と白菜のはさ
み蒸し

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・
じゃが芋と天カマの煮物・
キャベツと天カマの油炒
め

サンマ蒲焼丼・すいとん
汁・フルーツポンチ・胡瓜
の漬物・茄子みぞれ煮

ご飯・味噌汁・刺身(サー
モン,ぶり)・肉じゃが・天ぷ
ら(キス、ﾋﾟｰﾏﾝ)

ご飯・味噌汁・茄子と天カ
マの味噌煮・カレイ焼魚・
冷奴・ウィンナー・ほうれ
ん草のお浸し

11 12 13 14 15 16 17

朝

ご飯・味噌汁・牛乳･ハン
バーグ・カニカマ・胡瓜の
漬物・煮豆・とろろ芋・ﾎﾟﾃ
ﾄ・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
かぼちゃ煮・昆布と揚げ
の煮物・八朔

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ホッケ焼魚・ﾎｲｺｰ
ﾛｰ・蟹しゅうまい・柿

ご飯・味噌汁・牛乳･目玉
焼き・フキと天カマの煮
物・鮭焼魚・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・サンマの蒲
焼・芋と天カマの煮物・ツ
ナと胡瓜の和え物

ご飯･味噌汁･牛乳・紅
鮭・南瓜甘煮・野菜炒め・
オムレツ

ご飯･味噌汁・目玉焼き・
牛乳・かぼちゃ煮・ﾋﾟｰﾏﾝ
とハムの炒め物・西京漬
け・八朔

昼
海鮮丸(お寿司、そば、茶
碗蒸し)

炒飯・味噌汁・里芋の煮
物・水菜のお浸し・煮豆

キーマカレー・スープ・ポ
パイサラダ・ふかし芋

醤油ラーメン・おにぎり・
煮物・漬物・きくらげの中
華サラダ・フルーツポンチ

ご飯･味噌汁・エビフライ・
コロッケ・白和え・煮豆・ゆ
でたまご

親子丼･味噌汁･揚げ芋
団子スパサラ

ご飯･味噌汁･コロッケ・春
雨サラダ・ハムﾎﾟﾃﾄ・フ
ルーツ

夕
カレーライス・・もずく酢・
ﾎﾟﾃﾄサラダ

ご飯・味噌汁・ﾎﾟﾃﾄコロッ
ケ・蒸しキャベツ・ニラの
玉子とじ春雨サラダ

ご飯・味噌汁・カスベの煮
漬け・大根、天カマ煮・豚
肉の生姜焼

ご飯・水餃子スープ・ハン
バーグ(フライドﾎﾟﾃﾄ付
き)・ほうれん草のお浸し・
かぼちゃ煮

天丼(ｴﾋﾞ、ﾋﾟｰﾏﾝ、かぼ
ちゃ)・すり身汁・豆腐、挽
肉、ゴボウ和え・ぶどう

ご飯・ひじきの煮物・肉
じゃがほうれん草のお浸
し・鮭の西京漬け・味噌汁

ご飯･味噌汁･サンマの竜
田揚げ・茄子焼・ハン
バーグ・サラダ
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朝
ご飯･味噌汁・牛乳・ﾆﾗの
玉子とじ・鮭焼魚・ﾋﾟｰﾏﾝ
と茄子の味噌煮・佃煮

ご飯･味噌汁･牛乳・鮭、ト
マト、昆布の佃煮・メンチ
コロッケ・ﾋﾟｰﾏﾝ、ソーセー
ジの天ぷら・煮豆

ご飯･味噌汁･牛乳・サン
マの蒲焼・ﾎﾟﾃﾄサラダ・ス
クランブルエッグ・ほうれ
ん草のなめ茸和え・黒豆

ご飯･味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼魚・紅じゃこ・紫蘇味
噌・豚肉の生姜醤油炒め

ご飯・味噌汁・牛乳･サン
マ焼魚・ｼｭｳﾏｲ・茄子、
ﾋﾟｰﾏﾝピリ辛炒め・漬物・
ハム、胡瓜和え

ご飯･味噌汁･牛乳･目玉
焼き鯖の塩焼・キノコと
ベーコン炒め・紫蘇味噌

ご飯･味噌汁･牛乳･チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・ホッケ焼魚・キャベツ
の炒め物・ﾋﾟｰﾏﾝ、ハムの
炒め物

昼
ｴﾋﾞ丼・味噌汁・フキの煮
物・かぼちゃ、さつま芋の
天ぷら

かき揚げ丼・味噌汁・ﾎﾟﾃﾄ
サラダ・玉子焼き・人参、
ほうれん草・煮豆

松茸ご飯・鮭団子汁・コ
ロッケ・フキの煮物・煮豆

うどん・梅塩おにぎり・餃
子・かぼちゃ煮

親子丼・キノコ汁・ﾎﾟﾃﾄサ
ラダほうれん草の白和え

天丼・味噌汁・かぼちゃ
煮・柿

ご飯・肉じゃが・味噌汁・
ほうれん草のなめ茸和
え・白菜うま煮

夕

ご飯・味噌汁･タラのムニ
エル・煮豆・もずく酢・トマ
ト・キャベツと天カマの煮
物

ご飯･味噌汁･餃子・キャ
ベツの炒め物・かぼちゃ
の煮物

タラ鍋・ご飯・柿
カレーライス・玉子スー
プ・天カマ煮・みかん

ご飯･味噌汁・舞茸、やわ
らか豆腐・エビチリマヨ・
水菜、シーチキンサラダ・
ホッケ焼魚

ご飯･味噌汁･ﾋﾟｰﾏﾝの肉
詰・サンマのおろし煮・
じゃが芋の味噌煮・

ご飯･味噌汁・白菜と豚肉
のしゃぶしゃぶ・サンマ焼
魚・ハム炒め・ほうれん草
と玉子の炒め物・茄子の
味噌炒め
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朝
ご飯・味噌汁・鮭焼魚・煮
豆・トマト・胡瓜の漬物・さ
つま芋の煮物

ご飯・キャベツとベーコン
の炒め物・味噌汁・目玉
焼き・ひじきの煮物・カニ
カマ

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
ま焼魚・胡瓜、きくらげ和
え・ハム、人参、レンコン
きんぴら・目玉焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・ﾆﾗと
白菜の玉子あんかけ・紅
鮭・かぼちゃ煮・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・とり
つくね・芋の煮物・ほうれ
ん草のなめ茸和え・和風
スクランブルエッグ・とろ
ろ芋

ご飯・味噌汁・牛乳・かぼ
ちゃの煮物・鮭焼魚・ハム
と玉子の炒め物・紫蘇味
噌

ご飯・味噌汁・とろろ芋・
紫蘇味噌・サンマ焼魚・
煮豆・トマト・胡瓜

昼
ドライカレー・豚汁・トマト・
コロッケ・ウィンナー入り
玉子・ハム巻きサラダ

塩野菜ラーメン・お稲荷さ
ん・ワカメと胡瓜とちくわ
の酢の物・柿

ご飯・味噌汁・白菜の煮
物・茄子の味噌煮・ﾊﾞﾝﾊﾞ
ﾝｼﾞｰ

チキンカレー・ハンバー
グ・野菜サラダ・みかん

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
ごぼうｻﾗﾀﾞ・ごぼうのから
揚げ・ほうれん草の玉子
炒め

生チラシ寿司(ｴﾋﾞ､ﾏｸﾞﾛ、
赤カレイ、ﾄﾋﾞｯｺ、シメサ
バ)・ソーメン汁・シーチキ
ンサラダ・黄桃

オムライス・味噌汁・ベー
コンとハムの炒め物・ほう
れん草のナメタケ和え・お
さつコロッケ

夕

ご飯・ﾎﾟﾃﾄサラダ・人参・
メヌキの西京漬け・味噌
汁・豚の生姜焼き・大根と
天カマ煮物

海鮮焼きそば・おにぎり・
味噌おでん

ご飯・味噌汁・きり昆布の
煮物・肉じゃが・天カマ
焼・漬物

ちらし寿司・味噌汁・玉葱
の玉子とじ・サンマの竜
田焼・ｽｳｲートポテトサラ
ダ

ご飯・味噌汁・鯖焼魚・紫
芋のサラダ・大根、人参、
鶏肉の煮物

ご飯・味噌汁・カスベの煮
漬け・ほうれん草のお浸
し・大根おろし・煮豆・カニ
カマ

スープカレー・煮豆・梨
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