
 

 

昼 食 

5月 1日（月） 5月 2日（火） 5月 3日（水） 5月 4日（木） 5月 5日（金） 5月 6日（土） 5月 7日（日） 

ご飯 

豚肉の生姜和え 

味噌汁 厚揚・ﾜｶﾒ 

菜花のおかか和え 

さつま芋の甘煮  662㎉ 

黄桃缶      塩分 3.6ｇ 

ご飯 

手作りコロッケ 

味噌汁 大根・ｼﾒｼﾞ 

小松菜の煮浸し 

春雨サラダ     600㎉ 

バナナ      塩分 4.3ｇ 

ホットドック・玉子サンド 

コンソメスープ 

お好み焼き 

温野菜サラダ 

みかん缶      605㎉ 

          塩分 3.7ｇ 

グリンピースご飯 

鮭の味噌焼き 

すまし汁 花麩・ｶﾏﾎﾞｺ・椎茸 

玉子とじ 

白菜のピーナツ和え 495㎉ 

オレンジ      塩分 4.7ｇ 

おにぎり（ゆかり） 

かき揚げそば 

切干大根の煮物 

カリフラワーサラダ 

かしわ餅       679㎉ 

           塩分 5.1ｇ 

ご飯 

チキンカツ ｽﾊﾟｿﾃｰ 

味噌汁 大根・油揚 

茄子の香味炒め 

ツナサラダ     596㎉ 

ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙ   塩分 3.7ｇ 

ご飯 

白身フライ ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ 

味噌汁 白玉麩・小松菜 

さつま芋の煮物 

もやしの中華和え  617㎉ 

黄桃缶       塩分 4.0ｇ 

昼 食 

5月 8日（月） 5月 9日（火） 5月 10日（水） 5月 11日（木） 5月 12日（金） 5月 13日（土） 5月 14日（日） 

ご飯 

すき焼き風煮 

かき玉汁 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾋﾟｰﾅﾂ和え 

蓮根の煮付     553㎉ 

みかん缶    塩分 3.1ｇ 

カレーライス 

味付け肉団子 

野菜サラダ 

福神漬・らっきょう漬 

ピーチゼリー    633㎉ 

          塩分 4.4ｇ 

ご飯 

味噌かつ 

コンソメスープ 

ひじきの煮物 

白菜の柚香和え  590㎉ 

杏仁豆腐    塩分 4.5ｇ 

親子丼 

きのこスープ 

えびミックスフライ 

酢の物 胡瓜・ﾜｶﾒ・人参 

フルーツカクテル   513㎉ 

            塩分 2.9ｇ 

五目ご飯 

さばの塩焼き 

味噌汁 じゃが芋・絹ｻﾔ 

かぶのくず煮 

スパゲティサラダ  667㎉ 

バナナ       塩分 4.9ｇ 

ご飯 

豆腐の肉味噌かけ 

すまし汁 花麩・ｶﾏﾎﾞｺ・葱 

五目豆煮 

トマトサラダ     527㎉ 

黄桃缶      塩分 3.3ｇ 

散らし寿司 

すまし汁 菜花・ｶﾏﾎﾞｺ 

天ぷら盛り合わせ 

たけのこの木の芽和え 

茶碗蒸し       685㎉ 

白桃羹       塩分 5.0ｇ 

昼 食 

5月 15日（月） 5月 16日（火） 5月 17日（水） 5月 18日（木） 5月 19日（金） 5月 20日（土） 5月 21日（日） 

ご飯 

カラスカレイの西京焼 

すまし汁 白菜・ﾜｶﾒ 

五目巾着の含め煮 

春雨中華和え   488㎉ 

バナナ      塩分 4.8ｇ 

三色丼 

コンソメスープ 

高野豆腐の煮物 

長葱の酢味噌和え 

杏仁豆腐      549㎉ 

          塩分 4.3ｇ 

ご飯 

えびフライ 

味噌汁 さつま芋・葱 

ポークビーンズ 

菜花の胡麻和え  634㎉ 

黄桃缶      塩分 2.5ｇ 

おにぎり（菜飯） 

焼きうどん 

わかめスープ 

小松菜の煮浸し 

和風サラダ       540㎉ 

バナナ       塩分 3.3ｇ 

ご飯 

豚肉の角煮 

味噌汁 豆腐・葱 

さつま芋の煮物 

ブロッコリーサラダ 597㎉ 

ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙ    塩分 3.7ｇ 

オムライス 

コーンスープ 

南瓜コロッケ 

野菜サラダ 

ヨーグルト和え   585㎉ 

          塩分 4.0ｇ 

ご飯 

鶏肉の照焼 

味噌汁 ｶﾌﾞ・絹ｻﾔ 

揚げ茄子の煮浸し 

マカロニサラダ    635㎉ 

洋梨缶       塩分 3.4ｇ 

昼 食 

5月 22日（月） 5月 23日（火） 5月 24日（水） 5月 25日（木） 5月 26日（金） 5月 27日（土） 5月 28日（日） 

焼きおにぎり 

塩ラーメン 

かに入りシューマイ 

野菜サラダ 

オレンジ       573㎉ 

          塩分 5.1ｇ 

ご飯 

天ぷら盛り合わせ 

すまし汁 花麩・ｴﾉｷ・葱 

法蓮草のおかか和え 

白菜のツナ煮   508㎉ 

ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙ   塩分 2.7ｇ 

たけのこご飯 

ほきのとろろ蒸し 

すまし汁 小松菜・絹ｻﾔ 

焼き茄子胡麻ダレがけ 

茶碗蒸し       450㎉ 

洋梨缶      塩分 5.0ｇ 

ご飯 

おろしトンカツ 

味噌汁 玉葱・油揚・ｴﾉｷ 

青梗菜のソテー 

豆腐サラダ       580㎉ 

フルーツみつ豆  塩分 3.6ｇ 

ご飯 

味噌おでん 

すまし汁 花麩・ﾜｶﾒ・三葉 

酢の物 胡瓜・ｶﾆｶﾏ・人参 

金時豆煮       520㎉ 

黄桃缶       塩分 4.4ｇ 

ご飯 

カラスカレイの幽庵焼 

味噌汁 焼麩・白菜 

冬瓜のそぼろ煮 

和風サラダ     396㎉ 

バナナ      塩分 4.1ｇ 

えび炒飯 

中華スープ 

焼きビーフン 

キャベツサラダ 

パイン缶       463㎉ 

           塩分 2.9ｇ 

昼 食 

5月 29日（月） 5月 30日（火） 5月 31日（水） 

ご飯 

揚げ出し豆腐きのこあん 

味噌汁 里芋・ｲﾝｹﾞﾝ 

切干大根の煮物 

ポテトサラダ    558㎉ 

ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙ   塩分 3.8ｇ 

ロールパン+ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑ 

ミートスパゲティ 

コンソメスープ 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾋﾟｰﾅﾂ和え 

揚げ茄子の煮物  651㎉ 

黄桃缶      塩分 3.3ｇ 

ご飯 

鶏唐揚げのみぞれ煮 

かき玉汁 

金平蓮根 

野菜サラダ     609㎉ 

バナナ      塩分 3.6ｇ 
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