
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

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・炒り
卵・鮭焼き魚・紫蘇昆布・
クリームコロッケ・きのこ
炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の卵とじ・南瓜コロッケ・ニ
シンの昆布巻き・アスパラ
ベーコン炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・鶏肉の龍田焼・ピーマ
ンとウィンナーのケチャッ
プ炒め・タラのムニエル

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・つくね・茄子とピー
マンの味噌炒め・玉葱と
じゃが芋の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・豚肉と小松菜炒め・
サンマ蒲焼き・ミートボー
ル・たらこ

昼

炊き込みご飯・カスべの
から揚げ・チャーシュー、
ニラの卵とじ・ソーセジと
ピーマンのケチャップ和
え・ヨーグルト

ご飯・玉子スープ・肉団子
のスープ・シュウマイ・さ
つま芋のｻﾗﾀﾞ・玉葱の炒
め物

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・春雨サラダ・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・豚肉ネギ
味噌巻き・野菜生姜炒
め・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・フルー
ツ

海鮮丼・すまし汁・天ぷ
ら・フルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・餃子・大根
の天カマ煮・エビチリ

親子丼・豚汁・ポテトサラ
ダ・オニオンスライス

チラシ寿司・味噌汁・天カ
マ、玉葱炒め・玉子豆腐

塩おむすび・お好み焼き・
マカロニサラダ・煮豆

カレーライス・味噌汁・里
芋の煮物・フルーツ

6 7 8 9 10 11 12

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ミート
ボール・炒り卵・エノキと
鶏肉の炒め物・ポテトサ
ラダ・キウイ

生姜ご飯・味噌汁・カニク
リームコロッケ・蕗と天ン
カマの煮物・切り干し大根
のうま煮・玉子焼き・カニ
カマ

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・ソーセー
ジ炒め・大根の煮物・カニ
カマ、胡瓜のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・キャベツ、天カマ
油炒め・南瓜の煮物・鮭
焼き魚・

ご飯・味噌汁・牛乳・炒り
卵・ハンバーグ・茄子と
ピーマンとベーコン炒め・
さつま芋ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・アメリ
カンドッグ・赤魚西京焼
き・チーズ入りスクランブ
ルエッグ・ささぎと芋の煮
物

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・南瓜の煮物・ミ
ニハンバーグ・目玉焼き

昼
ご飯・味噌汁・タラのフラ
イ・野菜サラダ・ほうれん
草の卵とじ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・白菜と肉団
子のスープ煮・マカロニサ
ラダ・茄子とベーコンの
チーズ蒸・フルーツ

三食丼・すまし汁・刺身・
マイタケ炒め・フルーツ

オムライス・味噌汁・大根
肉巻き・ポテトサラダ・フ
ルーツ

ご飯・鶏ごぼうのすまし
汁・煮込みハンバーグ・
茄子のオイスターの煮
物・ｻﾗﾀﾞ・フルーチェ

お稲荷さん・すまし汁・チ
キンカツ・ニラ焼き・野菜
サラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・じゃが芋と揚げ天
の煮物南瓜煮

夕
ご飯・味噌汁・カスべの煮
付け・ほうれん草の胡麻
和え・ミートグラタン

ご飯・味噌汁・和風ハン
バーグ・天カマ、ちくわの
味噌煮・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
野菜味噌炒め・餃子

ご飯・味噌汁・すき煮・大
根と人参の煮物・キャベ
ツとツナの醤油炒め

海鮮ちらし・お吸い物・ゴ
ボウと牛肉のしぐれ煮・茶
碗蒸し

ご飯・天ぷら・かに玉・か
すべ唐揚げ

鮭チラシ・味噌汁・天カ
マ、玉葱炒め・ほうれん草
の胡麻和え

13 14 15 16 17 18 19

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・メン
チカツ・ソーセージ・玉子
焼き・茄子とピーマンの味
噌炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・たら
こ・炒り卵・鶏肉とキノコ
の炒め物・紅鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
き魚・目玉焼き・カボチャ
煮・きのこ、バター炒め

ご飯・味噌汁・牛乳和風
スクランブルエッグ・ほっ
け焼き魚・スウィートポテ
ト・チキンナゲット・冷トマ
ト

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まの蒲焼き・大根の煮物・
エビのケチャップ炒め・胡
瓜の酢の物

ご飯・味噌汁・牛乳・炒り
卵ハム巻きポテト・エノキ
とピーマンの炒め物・トマ
トの砂糖漬け

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・ハッシュドポテト・
ソーセージ・南瓜煮・野
菜、肉炒め

昼
ご飯・天ぷらうどん・うな
ぎ・いちごミルク・南瓜の
いとこ煮

ご飯・パンプキンシ
チュー・ハンバーグ・野菜
炒めのチーズのせ・シュ
ウマイ・フルーツ

炊き込みご飯・玉子スー
プ・焼きそば・きのこ、茄
子炒め

ご飯・すまし汁・豚肉と舞
茸の炒め・春雨サラダ・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・ささみフラ
イ・キャベツと揚げ天の煮
物・マカロニ、玉子ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・か
まぼこの煮物・胡瓜ともや
しのナムル・南瓜のから
揚げ・ゼリーの練乳かけ

ご飯・味噌汁・鶏肉の甘
酢あんかけ・南瓜のいと
こ煮・フルーツ

夕
カレーライス・玉子スー
プ・煮豆・茄子の味噌炒
め

ご飯・味噌汁・餃子・蕗と
揚げ炒め・肉じゃが

味噌汁・里芋の揚げ煮・
もやしのお好み焼き風・さ
んまの蒲焼き丼

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・アスパラのハム炒
め

ご飯・味噌汁・すき煮・ポ
テトサラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・シーフード野菜炒め・
ほうれん草の胡麻和え

海老丼・味噌汁・うどん」ｻ
ﾗﾀﾞ・ハムともやしのｻﾗﾀﾞ

20 21 22 23 24 25 26

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の龍田焼・ほうれん草と
玉子の炒め物・里芋の煮
物・ポテトサラダ・ポテトグ
ラタン

ご飯・味噌汁・牛乳・塩サ
バの焼き魚・きのことベー
コンのバター炒め・たらこ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・ソーセージ炒め・胡
瓜、カニカマ和え・キウイ
フルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・きん
ぴらごぼう・鶏つくね・鮭
焼き魚・チーズ入りスクラ
ンブルエッグ・もやしのｻﾗ
ﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
豆腐・炒り卵・ウィンナー
とキャベツ炒め・ポテトサ
ラダ・バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鯖焼き魚・ほうれん
草とベーコン炒め・豚肉、
もやし炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・芋も
ち・南瓜の煮物・茄子と豚
肉の炒め物・ミートオムレ
ツ

昼
稲荷寿司・天ぷらうどん・
ニラ焼き・ゼリー

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・マカロニサラダ・里芋
の煮物

チキンライス・玉子スー
プ・鶏肉の甘辛煮・餃子・
フルーツ

おにぎり・カニクリームコ
ロッケ・カニすり身汁・ほう
れん草とナルトのトビッコ
和え・焼うどん・みかん

ご飯・味噌汁・肉団子の
白菜煮込み・マカロニサ
ラダ・ほうれん草とベーコ
ンのチーズかけ

ご飯・そうめん汁・長いも
の豚肉巻き・里芋の唐揚
げあんかけ・長いもの梅
肉和え・フルーツ

ご飯・味噌汁・鶏肉のハン
バーグ・大根の葉、ベー
コンチーズ炒め・ほうれん
草のトビッコ和え・ポテト
サラダ

夕
カレーライス・味噌汁・南
瓜の煮物・ほうれん草の
胡麻和え」

ご飯・味噌汁・水餃子・湯
豆腐の煮物・ほうれん草
のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・カスべの煮
付け・ラーメンサラダ・玉
葱の卵とじ

ご飯・味噌汁・ほうれん草
とベーコンソテー・きのこ
と豚肉炒め・フルーツ盛り
合わせ

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ茄子のそぼろ和え・大
根、天カマ煮

カレーライス・茄子とピー
マンの揚げ浸・玉子スー
プ

エビのせちらし寿司・味噌
汁・天カマ甘炒め・野菜炒
め

27 28 29 30 31

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・シュ
ウマイ・茄子、ピーマン味
噌炒め・豚肉のすき焼き
風・アスパラベーコン炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・人
参、ピーマン、鶏肉の炒
め物・切り干し大根・紅鮭
焼き魚・炒り卵

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・かに玉・南瓜団
子・豚肉の生姜焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・かぶ
の煮物・ソーセージのケ
チャップ炒め・きんぴら・ブ
ロッコリー・

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
粕漬焼き魚・スウィートポ
テト・野菜と豚肉の炒め
物・チーズ入りスクランブ
ルエッグ・スイカ

昼
具だくさんそば・コロッケ・
南瓜の甘煮・トマトと胡瓜
のドレッシング和え

海鮮バラちらし・すり身
スープ・かぶと鶏肉の煮
物・長いもの梅肉和え

ご飯・味噌汁・野菜と肉団
子のスープ仕立て・大根
と揚げ天ぷらの煮物・ス
パゲティｻﾗﾀﾞ

ラーメン・おにぎり・肉と野
菜の炒め物・漬物・フルー
ツ

お稲荷さん・味噌汁・フ
ルーツ・長いもの豚肉巻
き・春雨サラダ・長いもの
梅肉和え

夕
ご飯・味噌汁・すき焼き・
さつま芋ｻﾗﾀﾞ・フルーツ盛
り合わせ

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じさんまの蒲焼き・肉じゃ
が

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・小松菜のハム炒
め・みかん

海老丼・味噌汁・もやしと
チキンのｻﾗﾀﾞ・里芋の揚
げあんかけ

ご飯・味噌汁・おでん・餃
子・ハンバーグ
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