
576 kcal 494

73 kcal 106 kcal

665 kcal 591 kcal 467 kcal 741 kcal 538 kcal 673 kcal 554 kcal

93 kcal 82 kcal 123 kcal 65 kcal 45 kcal 118 kcal 78 kcal

524 kcal 590 kcal 552 kcal 562 kcal 599 kcal 436 kcal 645 kcal

122 kcal 122 kcal 54 kcal 96 kcal 82 kcal 152 kcal 128 kcal

カエデの実 焼きﾌﾟﾘﾝﾀﾙﾄ ｶｯﾌﾟｹｰｷ（ｲﾁｺﾞ） 豆乳饅頭 バナナ蒸しケーキ ロールケーキ ミニおはぎ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのお浸し白菜の和え物 春雨の酢の物 赤だし 味噌汁
かき玉汁 味噌汁 味噌汁 吸物 フルーツ 味噌汁 フルーツ
ｲﾝｹﾞﾝのﾋﾟｰﾅｯﾂ和え 小松菜のわさび和え

南瓜の煮物
大根の煮物 茄子の煮物 ひじきの炒め煮 ｷｬﾍﾞﾂの煮浸し 大根の煮物 かぶの煮物 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲの辛子和え

 5月15日 （金） 5月12日 （火） 5月13日 （水）

コロッケ/ｴﾋﾞﾌﾗｲ タラの煮付けチキンソテー/ﾎﾟﾝｽﾞかけ 焼きサワラの南蛮漬け 肉じゃが　　　　　　　

 5月14日 （木）  5月16日 （土）

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 豚　丼

 5月10日 （日） 5月11日 （月）

フルーツ杏仁

冬瓜のくず煮
味噌汁　　　　　　　　　

 5月 9日 （土）
豆ご飯
おぼろうどん
菜の花の和え物パプリカの胡麻和え

ジャーマンポテト

味噌汁

スイートポテトｼｯﾄﾘどら焼き(抹茶)

フルーツ 野菜かき揚げ

イチゴムースコンフェ

高野の煮物
ほうれん草の和え物

吸物
甘酢生姜

 5月 4日 （月）
赤飯

 5月 5日 （火）
散らし寿司

ﾁﾝｹﾞﾝ菜のお浸し

かしわもち

サバの味噌煮
さつま芋の旨煮

吸物

味噌汁

 5月 7日 （木）
ご飯

 5月 8日 （金）
とり天丼(大分県）

ごまﾌﾟﾘﾝ

味噌汁

ご飯
鶏の照り煮
馬鈴薯の煮物
菜の花のお浸し

ご飯
タラの野菜あんかけ

がんもの煮物
小松菜の胡麻和え

 5月 1日 （金） 5月 2日 （土）

リンゴタルト

 5月 6日 （水）
ご飯
豚肉のオイスター炒め 煮込豆腐ハンバーグ

春巻き
大根サラダ
スープ

ﾎｰﾚﾝ草ｿﾃｰ
玉子ロール

 5月 3日 （日）
ハヤシライス

漬物

ミニたい焼き

サケのムニエル



597 kcal 638 kcal 608 kcal 532 kcal 573 kcal 465 kcal 512 kcal

89 kcal 88 kcal 106 kcal 104 kcal 107 kcal 74 kcal 80 kcal

631 kcal 613 kcal 519 kcal 378 kcal 472 kcal 584 kcal 631 kcal

77 kcal 82 kcal 87 kcal 65 kcal 110 kcal 56 kcal 114 kcal

494 kcal

66 kcal

 5月19日 （火） 5月20日 （水） 5月21日 （木） 5月22日 （金） 5月23日 （土）

ご飯 カレーライス ご飯 ご飯 ゆかりご飯 散らし寿司 ご飯

 5月17日 （日） 5月18日 （月）

豚肉の味噌炒め アジの天ぷら　ｴｽﾆｯｸｿｰｽ 豆腐の和風あん 高野の煮物 インゲン肉巻き
大根のゴマ味噌煮 白菜サラダ 大根の酢の物 ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾋﾟｰﾅｯﾂ和え和風スパゲティソテーﾁﾝｹﾞﾝ菜の胡麻和え 卵とじ
鶏肉の冶部煮 白身フライ

卵豆腐 味噌汁 菜の花の菜種和え 吸物 ほうれん草のお浸し

吸物 吸物 フルーツ 味噌汁 甘酢生姜 赤だし
インゲンのお浸し 漬物

ｶｽﾀｰﾄﾞﾜｯﾌﾙ アイス(バニラ) コーヒーゼリー 黒糖饅頭 ようかん プリン 抹茶ワッフル

 5月29日 （金） 5月30日 （土） 5月25日 （月） 5月26日 （火） 5月27日 （水） 5月28日 （木）

若布ご飯 ご飯 ご飯　　　　　　　　　　ご飯ご飯 三色丼
八宝菜 馬鈴薯の味噌煮

小松菜の和え物 白菜のゆかり和え

すき煮風 海老かつとじぶっかけそば ホキの西京焼き
シューマイ 青菜のお浸し 千草焼き 切干大根の煮物

味噌汁　　　　　　　フルーツ
春雨の中華和え 吸物

インゲンの辛子和え ｷｬﾍﾞﾂのおかか和え

南瓜の煮物 味噌汁
スープ 吸物

メロン蒸しケーキ ミルクレープ（ｼｮｺﾗ）芋ようかん ﾛｰﾙｹｰｷ（ﾓｶ） 和のﾊﾟﾝｹｰｷ(抹茶) ｼｯﾄﾘどら焼（あん）ｼｭｰｸﾘｰﾑ

 5月24日 （日）

ご飯
鶏の山椒煮
白菜の磯和え
さつま芋の揚げ煮

味噌汁

紅茶のムース

 5月31日 （日）

なめし
ちゃんぽん麺
茄子の煮物
二色和え


