
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・大根、手羽
先煮・煮卵・シュウマイ・
ひじき煮

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・玉子焼き・ひじき煮

生姜ご飯・味噌汁・きんぴ
らごぼう・海老グラタン・ス
クランブルエッグ

ご飯・味噌汁・アスパラ肉
巻き・紅鮭・ハンバーグ・
たらこ・デコポン

昼
生寿司・玉子焼き・ブロッ
コリーのシーチキン和え・
ハンバーグ・お吸い物

パン盛り合わせ・ワカメ
スープ・スクランブルエッ
グ・ハム炒め

カレーライス・コールス
ローサラダ・マンゴーフ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・クラムチャ
ウダー・小松菜、キャベツ
と天カマ炒め

夕
牛丼・漬物・煮卵・ご飯・
味噌汁

鶏天丼・お吸い物・南瓜
煮・春雨サラダ

もつ鍋ご飯・胡瓜なめこ
和え・煮豆・苺

ご飯・味噌汁・海老餃子・
天カマ、きのこの煮物・ニ
ラの卵とじ
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朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ホッケ焼き魚・フキと天カ
マの煮物・カニシュウマイ

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・オムレツ・心太

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・天カマとフキの煮物・
ポテトコロッケ・目玉焼き

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
南瓜・茄子たいみそ和え・
たらこ

ご飯・味噌汁・エビクリー
ムコロッケ・ハムエッグ・
ひじき煮

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・海老カツ・肉野菜炒
め・梅干し

ご飯・味噌汁・だし巻き
卵・フキ、竹の子煮・ク
リームコロッケ・フルーツ

昼
ご飯・かき揚げうどん・豚
肉と茄子とピーマン炒め・
ほうれん草のおかか和え

ご飯・すまし汁・チキンカ
ツ・マカロニサラダ・小松
菜のナムル・フルーツ

ご飯・豚汁・春雨サラダ・
小松菜とキャベツのナム
ル・パインフルーチェ

ご飯・きのこシチュー・ア
スパラとベーコン炒め・フ
ルーチェ

パン盛り合わせ・スクラン
ブルエッグ・ソーセージ・メ
ロン・トマト

うなぎちらし・ソーメン汁・
南瓜の煮物・アスパラと
ウィンナー炒め

ご飯・すまし汁・かき揚げ
丼・ほうれん草と人参の
おかか和え・フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・唐揚げ・胡
瓜めんつゆ和え・きのこ：
バター炒め

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・ジャーマンポテト・
トマト

カレーライス・煮豆
ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・魚肉ハンバーグ・
ニラの卵とじ

ご飯・キノコ汁・ハンバー
グ・八宝菜・フキとたけの
この煮物

キーマカレー・フルーツポ
ンチ・煮豆

ご飯・味噌汁・かに玉風
甘酢あんかけ・長芋のバ
ター醤油炒め
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朝

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・ウィンナー炒め・海老
グラタン・天カマとキャベ
ツの炒め物

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・カニシュウマイ・玉子
焼き

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ホッケ焼き魚・クリームコ
ロッケ・切り干し大根

ご飯・味噌汁・鯖塩焼き・
玉子焼き・南瓜の煮物・も
やしとちくわの炒め物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ベーコン炒め・南瓜甘煮・
切り干し大根・アスパラ・
コロッケ

ご飯・味噌汁・海老グラタ
ン・鯖の味噌煮・シュウマ
イ・煮豆

ご飯・味噌汁・だし巻き
卵・大根おろし・大根、が
んも煮・ニラの卵とじ・豚
肉炒め

昼
炒飯・スープ・キノコハン
バーグ・マカロニサラダ・
トマト

ご飯・すまし汁・野菜炒
め・長芋の梅和え・かぶ
の酢の物

カレーライス・マカロニサ
ラダ・フルーチェ

かき揚げうどん・炒飯・ほ
うれん草のなめ茸和え・
牛乳寒

パン盛り合わせ・オムレ
ツ・ズッキーニのチーズト
マトのせ・椎茸とカニカマ
のお吸い物

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・南瓜とインゲン、椎
茸の煮物・カニクリームコ
ロッケ・いちご

ご飯・スープ・和風スパ
ゲッティ・豚肉と茄子の
ピーマン生姜炒め・豆腐
のなめ茸和え

夕
ご飯・味噌汁・じゃが芋の
煮物・豆腐のなめ茸和え

ご飯・玉子スープ・焼きそ
ば・ほうれん草のお浸し・
麻婆豆腐

親子丼・味噌汁・揚げ芋・
インゲンの胡麻和え

うな丼・三平汁・だし巻き
卵大根おろし和え

ご飯・味噌汁・牛肉コロッ
ケ・ニラの卵とじ・麻婆豆
腐

ご飯・すいとん汁・かき揚
げ・トマト・茄子焼き

ご飯・味噌汁・フライドポ
テト・ニラの卵とじ
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朝
ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・玉子豆腐・煮豆・たく
あん

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・鶏肉の龍田焼き・お
好み焼風玉子焼き・マカ
ロニサラダ

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・ベーコンエッグ・カニ
シュウマイ・煮豆

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き魚・
玉子豆腐・かぶ、サツマイモ
煮あんかけ・キャベツ、天カ
マ炒め

ご飯・味噌汁・焼きそば・
ベーコンと玉子焼き・煮
豆・たくあん

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
豚肉、もやし炒め・カニ
シュウマイ・昆布佃煮

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・オムレツ・ニラの卵と
じ・キャベツ、もやし豚肉
炒め

昼
ご飯・スープ・お好み焼・
ほうれん草のおかか和
え・アスパラ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・玉子とふわ
とろ煮・丸天とキャベツの
炒め煮・焼鯖

チラシ寿司・すまし汁・筑
前煮・野菜サラダ・苺とサ
クランボ

ご飯・味噌汁・ほうれん草
の胡麻和え・南瓜の煮
物・カニクリームコロッケ

パン盛り合わせ・コーンク
リームスープ・マカロニサ
ラダ・フルーチェ

おにぎり・ジンギスカン・
苺・焼きいも

ご飯・冷やしラーメン・揚
げ出し豆腐・もやしとわか
めのナムル

夕
ご飯・味噌汁・春雨サラ
ダ・ポテトコロッケ

二色丼・味噌汁・鶏肉と大
根の煮物・フルーツ和え

カニチャーハン・ソーメン
汁・苺、サクランボ・にら
焼き

炒飯・ベーコンとほうれん
草炒め・煮豆・たくあん・
味噌汁

ご飯・味噌汁・餃子・麻婆
豆腐・漬物

カレーライス
鶏天丼・味噌汁・ベーコ
ン、アスパラの炒め物
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朝

ご飯・味噌汁・ミートグラタ
ン・ホッケ焼き魚・鶏つく
ね・和風スクランブルエッ
グ

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・南瓜の煮物・カニシュ
ウマイ・漬物

ご飯・味噌汁・胡瓜、みか
んの酢の物・大根、舞茸
炒め・たらこ・もやしのな
め茸和え

ご飯。・味噌汁・ポテトサ
ラダ・煮卵・なめ茸和え・
たらこ

ご飯・味噌汁・チーズ入り
スクランブルエッグ・きん
ぴらごぼう・宗八焼き魚・
アメリカンドッグ

昼
炒飯・冷やしうどん・かき
揚げ・牛乳寒

ご飯・味噌汁・里芋の煮っ
ころがし・コロッケ・胡瓜と
ワカメの酢の物

ご飯・スープ・お好み焼・
豚肉と茄子、ピーマン炒
め・とろろ・フルーツ

カレーライス・マカロニサ
ラダ・フルーチェ

パン盛り合わせ・エノキと
カニカマのスープ・野菜サ
ラダ・芋サラダ

夕
天津飯・味噌汁・ほうれん
草、ベーコン炒め・玉子豆
腐

親子丼・味噌汁・茄子、
ピーマンの味噌炒め・煮
豆・白菜の煮びたし

そぼろ丼・味噌汁・ほうれ
ん草玉子和え・煮豆・玉
子豆腐

おにぎり・ジンギスカン・
ポパイサラダ

ご飯・味噌汁・餃子・麻婆
豆腐・小松菜揚げ炒め
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