
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・牛乳・紅鮭
焼き魚・炒り卵・煮豆・茄
子とツナの炒め物・豚肉
の生姜焼き・バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・焼き
魚南瓜・胡瓜とカニカマ和
え物茄子とズッキーニの
炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・ニラの卵とじ・
煮豆肉炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ハム
巻きポテトサラダ・芋とさ
さぎの煮物・南瓜煮・シュ
ウマイ・紅鮭

昼
おむすび・ソーメン・かき
揚げ・鶏肉の甘辛煮・フ
ルーツ

ご飯・すまし汁・チーズコ
ロッケ・春雨サラダ・フ
ルーチェ・トマト

チラシ寿司・ささみカツ・マ
カロニサラダ・春雨スープ

ご飯・コーンスープ・ハン
バーグ・野菜炒め・ほうれ
ん草のツナ和え

夕
カレーライス・ニラ玉スー
プポテトサラダ・桃とみか
ん缶

ご飯・味噌汁・さつま芋の
肉巻き・大根の煮物・ほう
れん草のなめ茸和え

混ぜご飯・三平汁・生酢・
胡瓜なめこ和え・里芋の
味噌煮

ご飯・味噌汁・さんまの生
姜焼き・揚げ出し豆腐

5 6 7 8 9 10 11

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・赤魚粕漬焼き・さつま
芋ｻﾗﾀﾞ・カニクリームコ
ロッケ・鶏肉と野菜炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ピザ
風オムレツ・焼き魚と塩サ
バ・ウィンナー・野菜サラ
ダ

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まの蒲焼き・ソーセジ炒
め・里芋と人参の煮物・切
り干し大根のうま煮

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・ほっけ焼き魚・ほう
れん草ベーコン炒め・味
付けラム

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
粕漬け・エビシュウマイ・
豚肉の生姜焼き・ニラ玉

ご飯・味噌汁・牛乳・ミート
オムレツ・鯖焼き魚・アメ
リカンドッグ・モロッコいん
げんｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・すじ
こ・南瓜甘煮・里芋ウィン
ナー煮ポテトサラダ・胡
瓜、きくらげ和え

昼

ご飯・豚汁・エビの天ぷ
ら・里芋の煮物・玉葱、胡
瓜、トマトのドレッシング
和え

おむすび・ソーメン・天ぷ
ら・かぶの酢の物・フルー
ツ

ご飯・すまし汁・うどん焼
き・南瓜団子・鶏肉の甘
辛煮・フルーツヨーグルト

ご飯・豚汁・カスべの煮付
け南瓜そぼろ煮・ほうれ
ん草のｻﾗﾀﾞ・イチゴと桃

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・里芋の煮物・ポテトサ
ラダ・スイカ

ご飯・味噌汁・チーズ入り
コロッケ・里芋のあんか
け・野菜サラダ

ご飯・豚汁・豚肉と玉葱の
生姜焼き・揚げ天と野菜
の卵とじ・さつま芋ｻﾗﾀﾞ

夕
チラシ寿司・味噌汁・玉
葱、天カマの味噌炒め・フ
ルーツゼリー

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・ほうれん草のなめ茸・
トマトと玉葱のドレッシン
グ和え

ご飯・コーンスープ・煮
豆・煮込みハンバーグ・
茄子とピーマンの味噌炒
め

ご飯・味噌汁・肉団子のト
マト煮込み・胡瓜と大根
の酢の物・茶碗蒸し

ご飯・味噌汁・じゃが芋と
インゲンの煮物・春雨と
胡瓜の酢の物・豚肉の生
姜焼き

ご飯・すき焼き煮・生酢・
味噌汁・スイカ

ご飯・味噌汁・鶏肉のカツ
フライ・マカロニサラダ・う
ずら、インゲンの煮物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
き魚・玉子焼き・茄子、
ピーマン味噌炒め・ソーセ
ジケチャップ炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・さんまの甘露煮・エビ
シュウマイインゲンと芋の
煮物・鶏つくね

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の卵とじ・ニシンの甘露
煮・もやしとツナサラダ・ク
リームコロッケ

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
里芋とささぎの煮物・ほう
れん草の和え物・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・もや
しのお好み焼き・さんま甘
露煮ウィンナー・エビシュ
ウマイ・野菜と豚肉の炒
め物・イチゴ

ご飯・味噌汁・牛乳・炒り
卵・クリームコロッケ・豚
肉炒めポテトサラダ・バナ
ナ

ご飯・味噌汁・牛乳・煮玉
子ニシンの甘露煮・味付
け肉えのき、ベーコン炒
め

昼
ご飯・けんちん汁・うなぎ・
豚肉のさつま芋焼き・スイ
カ

ご飯・ソーメン・筑前煮・ス
イカ・鶏肉の甘辛煮・豚肉
と舞茸炒め

ご飯・味噌汁・和風ハン
バーグ・胡瓜と玉葱のお
かか和え・長いもと天ぷら
の煮物・フルーツ

天丼・ソーメン汁・長いも
の梅和え・ｻﾗﾀﾞ・フルーツ

オムライス・味噌汁・チキ
ンカツ・大根サラダ

醤油ラーメン・ご飯・餃子・
野菜サラダ・ヨーグルト

炒飯・唐揚げ・南瓜スー
プ・茄子と大場の天ぷら
オホーツクと胡瓜の和え
物

夕

おにぎり・茶碗蒸し・冷や
しラーメン・モロッコいん
げん・お浸し・ピーマンと
ツナの」蒸し物

ご飯・お吸い物・ハムカ
ツ・南瓜団子・春雨サラ
ダ・おはぎ

ご飯・味噌汁・茄子ときの
この味噌炒め煮・ほうれ
ん草のなめ茸和え・ポテト
サラダ

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・白和え・チーズオ
ムレツ

ご飯・ベーコンスープ・肉
団子と白菜のスープ煮・
南瓜の甘煮・胡瓜と玉葱
のポン酢和え

ご飯・味噌汁・エビフライ・
茄子の味噌炒め・大根、
天カマの煮物

ご飯・味噌汁・餃子の野
菜あんかけ・ちくわのカ
レー天ぷら・春雨サラダ・
大根の煮物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズオムレツ・チキンカツ・
塩サバ焼き魚・スウィート
ポテトサラダ・ほうれん草
とツナの和え物

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・茄子、ピーマン炒
め・長いもの梅和え・大
根、天カマ煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・ハム
サラダ・じゃが芋とささみ
の炒め物・オムレツ用・煮
豆・鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・切り干し大根、
天カマ炒め・ミニハンバー
グ・目玉焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・ほっけ焼き魚・茄子焼
き・蕗とツナの炒め物・
ヨーグルト・豚肉と野菜の
炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・煮込
みハンバーグ・玉子焼き・
アスパラ、茄子焼き・南瓜

ご飯・味噌汁・牛乳・たら
こ・鮭焼き魚・生姜焼き・
ミートオムレツ

昼
稲荷寿司・すまし汁・冷や
し中華・チキンカツ・フ
ルーチェ

おむすび・味噌汁・野菜
の揚げ浸・アスパラｻﾗﾀﾞ・
フルーツ・うどん焼き

ソースかつ丼・天ぷらうど
ん南瓜のいとこ煮・野菜
サラダ

はまぐりご飯・豚汁・豚肉
の生姜たれ炒め・南瓜の
みたらしあんかけ・胡瓜と
玉葱の和え物

かつ丼・味噌汁・エビフラ
イ・スパゲティ・野菜サラ
ダ・フルーツ

炒飯・ソーメン汁・お好み
焼き・野菜サラダ・フルー
ツ

おむすび・すまし汁・エビ
チリ舞茸炒め・焼きそば・
野菜サラダ・スイカ

夕
お好み焼き・味噌汁・ほう
れん草のなめ茸和え・ホ
ワイトアスパラ

ご飯・味噌汁・きのこ入り
煮込みハンバーグ・ポテト
サラダ・野菜の炒め物

鯖寿司・揚げ出し豆腐・
キャベツと天カマ炒め・味
噌汁

おにぎり・冷麦・ハムソ
テーもやしのお好み焼き

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・野菜サラダのド
レッシング和え・玉子豆腐

カレーライス・玉子スー
プ・野菜サラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・餃子・チキ
ンサラダ・肉じゃが
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
ま焼き魚・だし巻き卵・茄
子の味噌炒め・南瓜の煮
物・

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・エビシュウマイ・ス
ウィートポテトｻﾗﾀﾞ・回鍋
肉・紅鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
照り焼き・紅鮭焼き魚・茄
子、ピーマンオイスター炒
め・ｻﾗﾀﾞ・ウィンナー炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・ソーセージケ
チャップ炒め・南瓜の煮
物・豚肉と玉葱炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・豚
肉、茄子、ピーマンの味
噌炒めクリームコロッケ・
紅鮭焼き魚・ニラ玉

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・豚肉の生姜焼き・
シュウマイ・茄子の味噌
炒め

昼

ご飯・味噌汁・大根の煮
物・茄子とベーコン炒め
物・長いものおかか和え・
スイカ

ご飯・そうめん汁・煮込み
ハンバーグ・南瓜団子・
野菜サラダ・フルーツ

天丼・味噌汁・長いも、イ
ンゲンの煮物・胡瓜、カニ
カマのポン酢和え

野菜醤油ラーメン・炒飯・
餃子

稲荷寿司・味噌汁・お好
み焼き・春雨サラダ・トマ
ト

御飯・味噌汁・チーズ入り
コロッケ・大根、天カマの
煮物フルーチェ

夕
海老丼・味噌汁・入り豆
腐・南瓜グラタン

中華飯・ポテトサラダハム
巻き・ゆで卵・トマト・南瓜
煮あんかけ

ご飯・味噌汁・エビ、タラ
の唐揚げ・天カマ、玉葱
炒め・野菜サラダ

ご飯・味噌汁・豚肉すき焼
き風・ポテトサラダ・トウモ
ロコシ・フルーツ

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・蕗と天カマ油炒
め・もやしときのこあんか
け

かき揚げ丼・豚汁・胡瓜
の酢の物・南瓜の甘煮・
煮豆
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