
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

朝

ご飯・味噌汁・卵焼き・赤
ウィンナー・大根，人参の
煮物・ポテトサラダ・鮭焼
き魚

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
ポテトサラダ・レタス・餃子
の皮のチーズ揚げ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・ニラの卵とじ・マカロニ
サラダ・大根の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・たら
こ・芋、天カマ煮・鮭焼き
魚・茄子、ピーマンピリ辛
炒め・トマトサラダ・ニラ卵
和え

昼
ご飯・味噌汁・鱈の三平
汁・胡瓜の白菜の酢の
物・もやしナムル・煮豆

ご飯・味噌汁・巾着・かぼ
ちゃの煮物・肉団子あん
かけ・黄ニラの卵焼き

チラシ寿司・フルーツポン
チ煮物・茶碗蒸し

のり弁当・味噌汁

夕
ご飯・味噌汁・生姜焼き・
蕗の煮物・小松菜の胡麻
和え・トマトのサラダ

ご飯・味噌汁・もやしとニ
ラの豚みそ炒め・麻婆豆
腐・さつま芋のサラダ

おにぎり・おろしきのこ和
えりんごサラダ・かぼ
ちゃ・温冷や麦

ご飯・味噌汁・カニカマ、
きのこ、ほうれん草サラ
ダ・小松菜と豚肉の炒め
物・肉団子と大根の煮物

5 6 7 8 9 10 11

朝

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
スクランブルエッグ・タケノ
コ、大根、人参の煮物・か
ぼちゃサラダ

ご飯・塩サバ・ほうれん草
の胡麻和え・ポテトサラ
ダ・玉子焼き・煮物・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
茄子の煮びたし・里芋と
ユリ根の煮物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
野菜炒め・子和え・大根
サラダ

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・蕗と天カマの煮
物・人参サラダ・鮭焼き
魚・ベーコンとほうれん草
の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・ハム巻きサラダ・さん
ま焼き魚・茄子、ピーマン
炒め蕗、天カマ煮・塩辛

ご飯・味噌汁・煮豆・スク
ランブルエッグ・さんま煮・
レタス・煮物・とろろツナ
和え

昼
食パン・クリームシ
チュー・ポテトサラダ・エビ
フライ・バナナ

ご飯・味噌汁・鶏モモあん
かけ・ラーメンサラダ・天
カママヨ味噌・煮豆・ごぼ
うの胡麻和え

ご飯・味噌汁・スタミナ野
菜炒め・大根の煮物・ポ
テトサラダ

ご飯・味噌汁・鶏肉とエビ
の天ぷら・シーザーサラ
ダ・かぼちゃの煮物

炊き込みご飯・うどん・大
根と豚肉の煮物・もやし
サラダトマト

ミートスパゲッティ・玉子
スープ・ポテトサラダ・揚
げ納豆

醤油ラーメン・稲荷寿司・
インゲンと蕗の煮物・茄
子の味噌煮

夕

ご飯・味噌汁・まぐろ山掛
け・野菜あんかけ豆腐・
生姜焼き・漬物・フルー
チェ

ご飯・味噌汁・照り焼きハ
ンバーグ・ゆで卵・かぼ
ちゃの煮物・カニカマ

ご飯・寄せ鍋・糠漬け・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・豚肉あんかけ・赤魚
焼き玉子焼き・ほうれん
草の胡麻和え

カレーライス・ポテトサラ
ダ・茄子、ピーマンのみぞ
れ和え

ご飯・コンソメスープ・南
瓜サラダ・ほうれん草の
胡麻和え・ミートボール・
漬物・麻婆豆腐・フルー
チェ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草の白和え・海
老のベーコンフライ

12 13 14 15 16 17 18

朝

ご飯・味噌汁・卵焼き・茄
子とピーマンの和風炒
め・ほっけ焼き魚・シュウ
マイあんかけ

ご飯・味噌汁・ウィン
ナー・入りスクランブル
エッグ・コールスローサラ
ダ・大根としめじの煮物

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・煮豆・玉子焼き・鯖塩
焼き

魚の混ぜご飯・スクランブ
ルエッグ・味噌汁・ポテト
サラダ・ポークチャップ・漬
物

ご飯・味噌汁・さんま蒲
焼・くらげの和え物・玉子
焼き・レタス、トマト・さつ
ま芋ぜんざい

おじや・味噌汁・赤魚の焼
き魚・白菜の煮物・煮豆

おにぎり・ポテトサラダ・
サンドイッチ・ベーコン・ス
クランブルエッグ・ミート
ボール

昼

カレーライス・三つ葉と玉
子のスープ・もやしとニラ
の油炒め・白菜と小松菜
のお浸し

ご飯・味噌汁・マカロニサ
ラダ・鶏肉とエビの天ぷ
ら・豚肉のねぎの辛みそ
炒め

ご飯・ポトフ・煮込みハン
バーグ・ゆで卵・マカロニ
サラダ・さつま芋甘煮

炒飯・中華スープ・煮豆・
肉じゃが・もやしのサラダ

チキンカレー・スープ・ご
ぼうサラダ・レタス・トマト・
アスパラ・フルーチェ

天丼・味噌汁・天カマ、大
根の煮物・白菜のお浸し・
フルーツポンチ

すき焼き・おにぎり・おは
ぎ・たくあん

夕

ご飯・味噌汁・生姜焼き、
キャベツ和え・インゲンと
長いもの炒め物・大根の
煮物・

中華丼・味噌汁・天カマと
大根の煮物・ほうれん草
のお浸し・みかん、白桃

ご飯・味噌汁・塩サバ・煮
豆卵焼き・ほうれん草と
ソーセージの炒め物・煮
物

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・揚げ出し豆腐・インゲ
ンと天カマの煮物・ハムと
玉葱のサラダ

ご飯・味噌汁・しゃぶしゃ
ぶ・春巻き・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・鮭ホイル焼
き豆・大根、里芋煮・ささ
みサラダ

ご飯・シチュー・卵とじ・漬
物・マカロニサラダ
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朝

ご飯・味噌汁・エビと野菜
サラダ・漬物・茶碗蒸し・
ウィンナーと玉子のスクラ
ンブルエッグ・煮豆

ご飯・味噌汁・煮豆・ほう
れん草とベーコンの炒め
物・生酢・目玉焼き・鯖焼
き魚

ご飯・味噌汁・ウィンナー
入りスクランブルエッグ・
蕗と大根の煮物・コール
スローサラダ

ご飯・パン・ポテトサラダ・
生ハムとはんぺん巻き・
茄子、トマト炒め・すり身
汁

ご飯・グリーンシチュー・
胡瓜のマリネ・タラのムニ
エルゆで卵・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・赤ウィン
ナーチーズ入りスクランブ
ルエッグ・煮物・鮭焼き
魚・ほうれん草、ハムの
炒め物・生酢

ご飯・味噌汁・ほうれん草
のお浸し・大根とエビしん
じょうタラの野菜甘酢・バ
ナナ

昼
親子丼・ラーメン・ポテト
サラダ・煮豆・トマト

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・キャベツ・ニラ、もやし
あんかけ・コーン、なると
煮

ご飯・味噌汁・鶏むね肉
あんかけ・ポテトサラダ・
大根、天カマ煮・さんま蒲
焼・煮豆

うどん・煮物・お稲荷さん・
ニラの卵とじ・たくあん・デ
コポン

おにぎり・味噌ラーメン・
大根の煮物・ブロッコリー
サラダ

ミートスパゲッティ・コンソ
メスープ・大根サラダ・フ
ルーツポンチ

混ぜご飯・味噌汁・茄子と
ピーマンの味噌炒め・ポ
テトサラダ・鶏肉のウィン
ナーの揚げ煮

夕
ご飯・味噌汁・ちゃんちゃ
ん焼き・大根と天ぷら煮・
たくあん

塩鍋・マカロニサラダ・ご
飯・煮豆

ご飯・味噌汁・豚肉味噌
炒め・ほうれん草の胡麻
和え・さつま芋と人参の煮
物

ご飯・味噌汁・洋風茶碗
蒸し野菜のあんかけ・肉
団子・漬物・煮豆・ほうれ
ん草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・コロッケ・茄
子と天カマの煮物・マカロ
ニサラダ

ご飯・すまし汁・タラとエビ
フライのタルタルかけ・マ
グロの刺身・煮豆

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
焼き・春菊の胡麻和え・た
くあん

26 27 28 29 30 31

朝

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・蕗の煮物・胡瓜。レタ
スのサラダ・小松菜の卵
とじ・

ご飯・味噌汁・卵焼き・ポ
テトサラダ・煮物・鶏肉の
生姜煮・漬物

ご飯・すり身汁・キャベ
ツ、ニラの卵とじ・ウィン
ナー、天カマ炒め・紅鮭・
ソーセージ玉子

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
蕗の煮物・ほうれん草と
ベーコン炒め・コールス
ローサラダ

クリームリゾット・塩サバ・
肉団子・洋風サラダ・オム
レツ・コンソメスープ

ご飯・味噌汁・ミートオム
レツ・赤ウィンナー・ミニサ
ラダシュウマイ

昼
ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・肉じゃが・トマトのあっ
さりサラダ・みかん

カレーライス・白菜と人参
の煮物・ブロッコリーサラ
ダ・ねぎと玉子のスープ

ご飯・桜エビと豆腐の炒
め物・かすべの唐揚げ・
豚肉の炒めおろしのせ・
桃缶

きつねうどん・ゆかりご
飯・茄子の麻婆炒め・ニラ
の玉子とじやき・漬物

ご飯・味噌汁・鶏肉のソ
テーかれい身ほぐし・白
菜サラダ・魚肉ウィンナー
揚げ・紅白生酢

ご飯・味噌汁・粉ふきい
も・挽肉カレー・ベーコン・
半熟玉子・白玉フルーツ

夕
カレーライス・白菜のお浸
し照り焼きハンバーグ・み
かん、桃

ご飯・味噌汁・鶏団子スー
プベーコンと白菜と胡瓜
のサラダ・豚肉と豆腐煮

ご飯・味噌汁・えび天・肉
巻き焼肉・大根と人参の
煮物

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
エビフライ(タルタルソー
ス)・漬物・青じそサラダ・
ゆで卵

生チラシ・そうめん汁・大
根の煮物・揚げ出し豆腐

ご飯・味噌汁・焼きそば・
里芋の煮物・ほっけ焼き
魚
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