
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 6

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・さんま蒲焼・芋の味噌
煮・ピーマンの炒め物・と
ろろ芋・煮豆・キウイ

ご飯・味噌汁・牛乳・ベー
コンの玉子炒め・ウィン
ナー・焼き魚・玉葱ときの
この炒め物・漬物

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・茄子焼き・ミート
ボール・鯖焼き魚・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・卵焼き・天カマと蕗
の煮物・カニカマ・煮豆・
胡瓜・バナナとオレンジ

ご飯・味噌汁・牛乳・ソー
セージ炒め・ほうれん草
のお浸し・玉葱、豚肉炒
め・さば焼き魚・ゆで卵

ご飯・味噌汁・牛乳・筑前
煮・鯖の味噌煮・茄子ピリ
辛炒め・さつま芋煮・シュ
ウマイ・八朔

昼
温野菜ラーメン・おにぎ
り・コロッケ・ニラのお浸
し・バナナ、みかん、

ご飯・味噌汁・コロッケ・
ラーメンサラダ・金時豆・
みかんゼリーフルーツ

焼肉・豚汁・焼きおにぎ
り・たくあん・バナナとみ
かん

鯖、ほっけチラシ寿司・味
噌汁・マカロニサラダ・茄
子とピーマンの紫蘇味噌
炒め

生チラシ・お吸い物・里
芋、鶏肉煮

お好み焼き・煮豆・中華
スープ・心太・バナナとみ
かん

夕
シーチキン寿司・味噌汁・
ﾎﾟﾃﾄフライ・ピーマン、き
のこの天ぷら・トマト

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・餃子・ほうれん草
のお浸し・蕗と天カマ煮

エビフライカレー・新玉ね
ぎのｻﾗﾀﾞ・冷奴なめ茸和
え

天丼・味噌汁・胡瓜、カニ
カマ和え・もやしの炒め物

ご飯・味噌汁・ホワイトア
スパラ・焼きうどん・ささぎ
煮・ラーメンサラダ・キウ
イ

うなぎ丼・味噌汁・ハムポ
テト・煮豆・カニカマ・ほう
れん草の胡麻和え
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ほうれん草のお浸
し・ポテトサラダ・えのきの
豚肉巻き・きんぴらごぼ
う・漬物・ソーセージ炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・えびシュウマイ・
鯖塩焼き・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・ほう
れん草煮びたし・天カマ・
茄子、ピーマンのピリ辛
炒め・シュウマイ・玉子焼
き・塩辛

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・鶏つくね・ソーセー
ジ炒め・紫蘇味噌・ちくわ
シーチキン和え

ご飯・味噌汁・牛乳・ミート
ペンネ・ソーセージの卵と
じ・白菜のお浸し・鶏肉の
竜田焼

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・じゃがベーコン・
鯖焼き魚・かまぼこ

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・紅鮭焼き魚・スウィ―
トﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・ほうれん草の
和え物

昼
稲荷寿司・かき揚げうど
ん・コロッケ・フルーツ

ご飯・味噌汁・スコッチ
エッグ・天カマ炒め・さつ
まいもサラダ

おむすび・味噌汁・エビフ
ライ・ｻﾗﾀﾞ・ほうれん草の
胡麻和え

かき揚げうどん・おむす
び・筑前煮・フルーツ

エビフライ丼・味噌汁・イ
ンゲンの胡麻和え・フ
ルーツ

チャーハン・味噌汁・え
び、」たらフライ・ほうれん
草の胡麻和え・トマト・果
物

うな丼・味噌汁・唐揚げ・
春雨ｻﾗﾀﾞ

夕
ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・八宝菜・カニカマ・水
菜のシーチキンｻﾗﾀﾞ

カレーライス・ポテトサラ
ダ・ソーメン汁

ご飯・味噌汁・玉葱、豚肉
炒め・お好み焼き・果物

生姜ご飯・味噌汁・キャベ
ツシュウマイ・人参のあっ
さり煮

ご飯・味噌汁・ポパイサラ
ダ赤魚の焼き魚・牛ス
テーキ

ご飯・味噌汁・キャベツ
シュウマイ・ニラ玉のあん
かけ・冷トマト

ご飯・味噌汁・コロッケ・玉
葱ときのこの炒め物・レタ
ス・みかん
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・えび、シュウマ
イ、カニカマ・ソーセージ、
ちくわ炒め・ほうれん草の
ベーコン和え

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・フレンチドッグ鯖焼
き魚・たらこ・かぼちゃの
煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・ウィ
ンナー・目玉焼き・もやし
とピーマン炒め・えびシュ
ウマイ・かぼちゃの煮物・
塩辛・青菜の胡麻和え

ご飯・味噌汁・牛乳・ミート
オムレツ・紅雑魚・ほうれ
ん草とツナの和え物・芋と
天カマ煮・アメリカンドッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・茄子
焼き・ソーセージ、ピーマ
ン、もやし炒め・ミニハン
バーグマカロニサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・カ
レーコロッケ・焼き魚・お
から・蕗の煮物・玉子焼
き・黒豆・キウイ

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マン炒め・玉子焼き・鮭焼
き魚・ポテトサラダ

昼
チラシ寿司・ソーメン・天
ぷら・筑前煮

ご飯・カボチャのスープ・
ミルフィーユ煮・肉団子炒
め・アスパラ缶詰・胡瓜の
トビッコ和え

炒飯・味噌汁・コロッケ・
大根サラダ・がんも・トマ
ト・青紫蘇の実

ご飯・味噌汁・鶏肉団子
おろしポン酢かけ・ほうれ
ん草の胡麻和え・ポテト
サラダ・野菜炒め・煮豆

きつねそば・天丼・筑前煮
二色丼・天カマと大根の
煮物・味噌汁・ベーコン
チーズのレタス巻き

おにぎり・そば・ピーマン
の肉詰め・大根、人参ｻﾗ
ﾀﾞ

夕
ご飯・味噌汁・刺身(マグ
ロ、サーモン、ヒラメ、甘エ
ビ)・くらげｻﾗﾀﾞ・肉じゃが

ご飯・味噌汁・揚げ出し豆
腐鯖の刺身・トビッコ入り
玉子焼き・キウイ・トマト

海老かき揚げそば・塩お
むすび・白和え・ホイコ
ロー

チラシ寿司・冷やしラーメ
ン・マカロニグラタン・煮豆

シーチキン丼・味噌汁・
ラーメンサラダ・かすべの
唐揚げ

ご飯・味噌汁・鶏肉の唐
揚げ・南瓜煮・茄子ときの
このみぞれ和え・ほうれ
ん草の胡麻和え

海老カレー・もやしナム
ル・南瓜、さつま芋の巾
着・ハム巻きポテトサラダ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・筑前
煮赤魚焼き魚・塩辛・だし
巻き卵・シュウマイ・煮豆・
フルーツ

ご飯・コーンスープ・牛
乳・ウィンナー・スクランブ
ルエッグ・キャベツと天カ
マの炒め物・レタスサラ
ダ・みかん

ご飯・味噌汁・牛乳・マス
焼き魚・ハムカツ・つくね・
おから和え

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・卵焼き・茄子味
噌炒め・ソーセージ

ご飯・味噌汁・牛乳・おか
ら・鶏肉の龍田焼・玉子
焼き・冷トマト・グリーンア
スパラ

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
ま焼き魚・蕨煮・カレーコ
ロッケ・シュウマイ・卵焼
き・塩辛

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
ま焼き魚・ソーセージ・茄
子とピーマンの味噌炒
め・スクランブルエッグ・
海老タルタルコロッケ

昼

海老ピラフ・きのこスー
プ・かすべの塩ガーリック
唐揚げ・洋風ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・
ほうれん草のシーチキン
和え

お稲荷さん・冷や麦・芋団
子アメリカンドッグ

ご飯・豚汁・天ぷら(・海
老、茄子、ピーマン)・春雨
サラダ・みかん、桃

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ・筑前煮・ラーメンサラ
ダ・

オムライス・味噌汁・春巻
きニラの玉子とじ・アスパ
ラベーコン

かつ丼・味噌汁・マカロニ
ｻﾗﾀﾞ・かすべ唐揚げ・バ
ナナとみかんのフルーツ

お好み焼き・あんかけ焼
きそば・玉子スープ

夕
チラシ寿司・味噌汁・玉
子、茄子の天ぷら・キウ
イ、みかん

ご飯・味噌汁・餃子・肉
じゃが・蕗と天カマ煮

ご飯・味噌汁・コロッケ・ほ
うれん草ハム炒め・トマト
和え

エビフライカレー・もやし
のナムル・切昆布の煮
物・グリーンアスパラｻﾗﾀﾞ

かき揚げ丼・味噌汁・南
瓜煮・ほうれん草の胡麻
和え・フルーツ

カレーライス・大根とカニ
カマ・ｻﾗﾀﾞ・果物

ご飯・味噌汁・タラフライ・
鶏ひき肉のシュウマイ・カ
ニカマ・ほうれん草のお浸
し
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
き魚・卵焼き・ピーマンと
もやしの炒め物・ソーセー
ジ炒め・こぶの佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・つく
ね・さんま蒲焼・玉子焼
き・アスパラ・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・わら
び天カマ煮・だし巻き卵・
南瓜ぜんざい・紅鮭焼き
魚・漬物・つくね

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・煮豆・胡瓜、カニカマ
和え・インゲンの胡麻和
え・漬物

昼
生チラシ寿司・鶏そうめ
ん・マカロニｻﾗﾀﾞ・煮しめ・
みかん、桃

天丼・味噌汁・春雨ｻﾗﾀﾞ・
フルーツ

シーチキン丼・おしるこ・
海老、タラフライ・ゆで卵

チラシ寿司・唐揚げ甘酢
あえ・ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・ほうれん
草とベーコン炒め

夕

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・餃子・白菜の肉あん
かけ・ほうれん草の胡麻
和え

おにぎり・ソーメン汁・ﾎﾟﾃ
ﾄｻﾗﾀﾞ・南瓜煮・肉じゃが・
胡瓜みかんの酢の物

おにぎり・味噌汁・コロッ
ケ・ほうれん草、ベーコン
炒め・トマト

うどん・おにぎり・オムレ
ツ・うどの酢味噌和え・ト
マト
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