
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝

ご飯・コンソメスープ・胡
瓜の和え物・スクランブル
エッグ・煮物・ハンバーグ
グラタン・キウイ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
とろろ・ポテトサラダ・ひじ
き煮煮物

昼
天ぷらそば・お稲荷さん・
南瓜煮・茄子焼き

生チラシ・味噌肉炒め・大
根煮・カニカマ和え・お吸
い物

夕
ご飯・味噌汁・煮物・ハン
バーグ・酢の物・茄子と
ピーマンの煮びたし

ご飯・味噌汁・ちゃんちゃ
ん焼き・べったら漬け・茶
碗蒸し・かぼちゃの煮物
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朝
ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・胡瓜のｻﾗﾀﾞ・大根の
煮物

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・鮭焼き魚・煮豆・ツナ
サラダ・アメリカンドッグ・
スクランブルエッグ

ご飯・コーンスープ・オム
レツ・ベーコン・エビのつく
ね・ブロコッリー・バナナ、
キウイ

ご飯、パン・味噌汁、スー
プ切り干し大根・きんぴら
ごぼう・ポテトサラダ・玉
子焼き・ウィンナー

おじや・味噌汁・タケノコ
の味噌炒め・白桃・煮豆・
たくあん

ご飯・味噌汁・煮豆・スク
ランブルエッグ・ツナと胡
瓜の和え物・煮物・肉団
子

アサリご飯・味噌汁・鶏肉
ロール・茄子とピーマン炒
め

昼
炒飯・焼きそば・あんかけ
餃子・ゼリー・玉子スープ

ご飯・味噌汁・かぼちゃの
煮物・茄子の味噌煮・ポ
テトサラダ・芋とベーコン
和え

玉子丼・味噌汁・ほうれん
草の胡麻和え・ポテトサラ
ダ・煮豆

鮭丼・味噌汁・肉じゃが・
キャベツとカニカマｻﾗﾀﾞ・
みかん缶

お好み焼き・焼きそば・エ
ビと里芋の煮物・アスパラ
の醤油漬け

ご飯・味噌汁・フライドポ
テト・醤油漬けチキン・ハ
ムとブロッコリーのｻﾗﾀﾞ

お寿司

夕
ご飯・コンソメスープ・煮
豆・すき焼き・ポテトサラ
ダ・かぼちゃの煮物

ゆかりご飯・味噌汁・シー
チキンと大根のおろしそう
めん

ご飯・味噌汁・天ぷら・新
玉ｻﾗﾀﾞ・煮物

ご飯・冷やし中華・餃子・
長いもの梅肉和え

ご飯・きんぴら・スープ・
ミートスパゲッティ・煮豆・
フルーツ

ご飯・味噌汁・かぶのそ
ぼろ煮・カスべの煮付け・
フルーツ缶

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・肉じゃが・焼き魚・マカ
ロニサラダ・昆布巻き・煮
豆
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朝

ご飯orパン・スープ・切り
干し大根・スクランブル
エッグ・ほうれん草の胡麻
和え・粗挽きステーキ・
チーズはんぺん

ご飯・味噌汁・サンドイッ
チ・ほっけ焼き魚・マカロ
ニサラダ・肉団子・漬物

パン・スープ・コロッケ・ツ
ナの和え物・スクランブル
エッグ・塩昆布炒め

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
大根とつみれ煮・豚肉と
春雨和え・みかんゼリー

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・ニラの卵とじ・煮豆・黄
桃・たくあん

ご飯・味噌汁・玉子・漬
物・煮豆・ウィンナー・玉
子豆腐・大根サラダ

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・煮豆・キャベツ、天
カマ炒め・筑前煮・紅鮭

昼
ご飯・豚汁・さんまの煮付
け南瓜の甘煮・マカロニ
サラダ・ひじきの煮物

キーマカレー・コンソメ
スープ・ポテトサラダ・ワカ
メとオニオン・スープの和
え物

親子丼・もやし、胡瓜のｻ
ﾗﾀﾞ煮物・黄桃・味噌汁

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
さつま芋とタケノコの煮
物・キャベツと玉子のｻﾗ
ﾀﾞ

ご飯・味噌汁・竜田揚げ・
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・ミートボールの
野菜あんかけ

シーフードカレー・スープ・
南瓜ｻﾗﾀﾞ・ニラの卵とじ・
クリームコロッケ・トマト

天ぷらうどん・お稲荷さ
ん・たくあん・南瓜のいと
こ煮

夕
ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・ラーメンサラダ・白桃・
カス漬け

梅シラスおにぎり・南瓜の
煮付け・茄子の肉味噌炒
め・冷やしうどん

ご飯・味噌汁・天カマとさ
さげの煮物・鮭の西京焼
き・茄子炒め・ポテトサラ
ダ

豚の生姜焼き丼・味噌
汁・白菜のなめ茸和え・
かぶの煮物

二色丼・味噌汁・煮豆・漬
物長いもｻﾗﾀﾞ・肉じゃが

ご飯・豚汁・ヒレカツ・ハム
カツ・温キャベツ・ポテトサ
ラダ・とうきび、南瓜・煮豆

中華丼・味噌汁・茄子炒
め・カニクリームコロッケ・
ブロコッリー
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朝

ご飯orパン・スープ・コー
ンスープ・照り焼きチキ
ン・レタス・エビと茄子の
ケチャップ炒め・さつま芋
の大学芋風

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
大根の煮物・玉葱のｻﾗ
ﾀﾞ・煮豆

ご飯・コンソメスープ春
雨・鮭焼き魚・アメリカン
ドッグ・肉団子・煮豆・スク
ランブルエッグ・フレンチ
トースト

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
切り干し大根・シュウマ
イ・里芋大根煮・茄子、
ピーマンオイスター炒め・
だし巻き卵

ご飯orパン・スープ・スク
ランブルエッグ・ウィン
ナー野菜ケチャップ・蕗の
酢味噌和え胡瓜のツナサ
ラダ・さくらんぼ

ご飯・パン・スクランブル
エッグ・たこさんウィン
ナー・煮豆山芋焼き・鯖の
塩焼き

ご飯・味噌汁・茄子、ピー
マンオイスター炒め・ひじ
き煮紅鮭・ニラ玉子とじ・
ハムソテー

昼
ご飯・ソーメン・きんき焼き
魚おしるこ・煮しめ・プリン
アラモード

ご飯・春雨生姜スープ・
キャベツシュウマイ・南瓜
ｻﾗﾀﾞ・ホワイトアスパラ・
黄桃入りフルーチェ

ご飯・味噌汁・酢豚・ほう
れん草の胡麻和え・キャ
ベツ、玉子ｻﾗﾀﾞ・白玉おし
るこ

ご飯・味噌汁・和風ハン
バーグ・胡瓜とハムのｻﾗ
ﾀﾞ・じゃが芋チーズタルト

野菜醤油ラーメン・おにぎ
り南瓜の甘煮・エビシュウ
マイたくあん

ご飯・ニラ玉スープ・キャ
ベツ豚肉コンソメ蒸・天カ
マ、蕗の煮付け・ポテトサ
ラダ

ご飯・かに玉がゆ・スー
プ・白菜のあんかけ・玉
葱、胡瓜ｻﾗﾀﾞ・酢豚・煮豆

夕
ご飯・味噌汁・すき焼き・
小松菜の胡麻和え・フ
ルーツポンチ

梅シラスおにぎり・味噌
煮・冷やしラーメン・煮物

カレーライス・ポテトサラ
ダ・南瓜の甘煮・ホワイト
アスパラ・ブロッコリー・い
ちご

親子丼・煮物・煮豆・白菜
サラダ

ご飯・味噌汁・唐揚げ・ホ
イコーローきんぴらごぼ
う・胡瓜の和え物

ご飯・玉子スープ・煮込み
ハンバーグ・チキン・ポテ
トサラダ・さくらんぼ・酢の
物・八朔

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・肉じゃが・シーチ
キンサラダ
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朝
ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・マカロニサラダ・肉団
子漬物

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・キャベツのあんかけ・
ポテトサラダ・ひじき煮

ご飯orパン・スープ・ウィ
ンナー・キャベツ、豚しゃ
ぶ和え・スクランブルエッ
グ・切り干し大根・たらと
ほうれん草炒め

ご飯orパン・スープ・ウィ
ンナーケチャップ・胡瓜ポ
ン酢コーンエッグ・蕗、竹
の子煮物

ご飯・ホットケーキ・コンソ
メスープ・厚切りハム・ポ
テトサラダ・茄子炒め

ご飯・味噌汁・鯖の焼き
魚・鶏肉入り野菜炒め・レ
タスｻﾗﾀﾞ

サンドイッチorおにぎり・
スープ・ピーマンのベーコ
ン炒め玉子ｻﾗﾀﾞ・ﾎﾟﾃﾄｻﾗ
ﾀﾞ

昼

豚丼・味噌汁・ほうれん草
の胡麻和え・ソーセージと
キャベツのケチャップ煮・
みかん

カレーライス・ホワイトア
スパラ・玉子スープ・フ
ルーチェ

玉子丼・味噌汁・大根と人
参の煮物・ポテトサラダ・
みかん

おにぎり・豚汁・胡瓜とト
マトのｻﾗﾀﾞ・茄子とピーマ
ンの肉味噌炒め

ご飯・味噌汁・肉じゃが・う
どんｻﾗﾀﾞ・ニラともやしの
卵とじ

冷やしラーメン・おにぎり・
シュウマイ・ほうれん草の
胡麻和え・コンソメスープ

チラシ寿司・お吸い物・大
根と里芋の煮物・ささみ
チーズトマト・桃缶

夕
ご飯・味噌汁タラのムニエ
ルマカロニサラダ里芋の
煮物ホワイトアスパラ

三食丼・煮物・桜エビの和
え物

ご飯orパン・肉そば・煮
物・ほうれん草と白菜の
胡麻和え

海老とじ丼・味噌汁・さつ
ま芋の甘煮・黒豆・バナ
ナ、みかん缶

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・かぶの煮物・スパ
ゲティｻﾗﾀﾞ

おはぎ・豚汁・筑前煮・漬
物カニカマ・海老カツ・ホ
ワイトアスパラ

おにぎり・煮物・胡瓜の和
え物・お好み焼き
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