
１（水） ２（木） ３（金） ４（土）
 全粥  ロールパン（ﾁｮｺﾚｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾄ）  卵雑炊  ミニ食パン（みるく）
 竹輪ともやしの炒め煮  野菜のコンソメ煮  ひじきと大根の煮物  炒り豆腐
 フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳
 梅びしお・ミルージュ  金時豆・牛乳
 米飯  米飯  米飯  米飯
 ビーフシチュー  鶏のマヨ醤油焼き  赤魚の煮付け  鶏と野菜の梅煮
 アボカドサラダ  飛龍頭の煮物  卯の花  春雨炒め
 りんごゼリー  ブロッコリーの酢味噌かけ  小松菜のお浸し  おくらのおかか和え
 スープ（キャベツ）  かきたま汁  すまし汁（昆布）  すまし汁（玉ねぎ）

間食  オリゴワン（食物繊維）  アップルティー  グリンティー  豆乳カフェオレ
 米飯  米飯  米飯  米飯
 千草焼き  鰆(揚げ)の野菜あんかけ  肉団子の中華風煮込み  豚肉じゃが
 大根の煮物  春菊のおろし和え  カリフラワーのカレー炒め  もやしの和え物
 フルーツ（みかん缶）  もずく酢  きざみたくあん  フルーツ（もも缶）
 みそ汁（ほうれん草）  みそ汁（さつま芋）  みそ汁（里芋）  すまし汁（白菜）

５（日） ６（月） ７（火） ８（水） ９（木） １０（金） １１（土）
 イチゴジャムパン  かに雑炊  ロールパン（ブルーベリジャム）  全粥  りんごパン  卵雑炊  ミニ黒糖ツイスト
 野菜のコンソメ煮  白菜の和えもの  洋風たまごとじ  じゃが芋とベーコンの煮物  カリフラワーのトマト煮  インゲンの炒めもの  じゃが芋とウインナーの煮物

 牛乳  フルーツ（白桃缶）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳
 うぐいす豆・ジョア  たいみそ・牛乳  五目豆・ミルージュ

端午の節句  米飯  米飯  米飯  ゆかりご飯（ミニ）  米飯  米飯
ちらし寿司  鶏肉のバター焼き  白身魚フライ  牛肉と野菜の焼肉風炒め  山菜とろろそば  ぶりの照り焼き  ゆで豚のゴマソース(温)

いとよりの磯部揚げ  大根とかつおの煮物  じゃが芋の煮物  ごぼうの利休煮  だし巻き玉子  里芋とひじきのくず煮  蓮根の煮物
 菜の花の辛子和え  ほうれん草のなめ茸和え  春菊のお浸し  白菜の鰹たくあん和え  白和え  小松菜の胡麻和え  白菜のカニカマ和え
 赤だし汁（豆腐）  みそ汁（里芋）  すまし汁（えのき）  みそ汁（南瓜）  みそ汁（豆腐）  かきたま汁

間食  ヤクルト400LT  ミルクココア  紅茶  オレンジジュース  カフェオレ  カルピスウォーター  抹茶豆乳ラテ
 米飯  米飯  米飯  米飯（ミニ）  米飯  米飯  米飯
 焼き餃子  鱈のもろみ焼き  豚肉と玉ねぎのカレーチャップ  お好み焼き  鶏肉のクリーム煮  和風ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞおろしポン酢かけ  鯵の野菜あんかけ
 ナスの味噌煮  飛龍頭の煮物  切干大根の煮物  ひじき煮  きのことこんにゃくの味噌炒め  アスパラのピーナツ和え  厚揚げの生姜煮
 しば漬  きゅうり漬  ピーマン漬  フルーツ（洋梨缶）  フルーツ（もも缶）  ピーマン漬  きざみたくあん
 スープ（たけのこ）  すまし汁（オクラ）  みそ汁（なす）  みそ汁（豆腐）  すまし汁（はんぺん）  スープ（カリフラワー）  みそ汁（大根）

１２（日） １３（月） １４（火） １５（水） １６（木） １７（金） １８（土）
 季節のジャムパン  全粥  ロールパン（いちごジャム）  かに雑炊  抹茶あずき  野菜雑炊  レーズンペストリー
 スナップえんどうのソテー  さつま揚げと蕗の煮物  大豆とベーコンのスープ煮  ほうれん草のソテー  野菜のカレー煮  さつま揚げの炒め煮  キャベツのソテー
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳

 たいみそ・牛乳  うぐいす豆・ヤクルト400LT  五目豆・牛乳
母の日  米飯  米飯  いりこ菜めし（ミニ）  赤飯（お誕生日会）  米飯  オムハヤシ
とんかつ  鰆の梅香焼  鶏のから揚げおろしかけ  焼きそば  天ぷら盛り合わせ  麻婆豆腐  豆サラダ
野菜サラダ  飛龍頭の煮物  春雨炒め  いかとブロッコリーのサラダ  茶碗蒸し  にんじんしりしり  フルーツ（もも缶）
ドライカレー  大根サラダ  白菜のお浸し  青りんごゼリー ｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ  もやしとブロッコリーのナムル  スープ（もやし）
 コンソメスープ（しめじ）  みそ汁（麩）  すまし汁（昆布）  みそ汁（もやし）  赤だし汁（白菜）  スープ（わかめ）

ビール・ジュース
間食  紅茶  ジョア  ミルク紅茶  オリゴワン（鉄・カルシウム）  ケーキ・紅茶  野菜ジュース  グリンティー

 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 鶏のレモン蒸し  豚肉の柳川風  赤魚の昆布茶焼き  五目玉子  鶏のマヨ醤油焼き  牛肉と玉ねぎの生姜炒め  たらの煮付け
 ほうれん草のおかか和え  じゃが芋の金平  切干大根の煮物  豆腐のチャンプルー  ごぼうの甘辛炒め  ねぎ入り卵焼き  里芋のゆず香煮
 ピーマン漬  フルーツ（洋梨缶）  フルーツ（みかん缶）  もずく酢  きざみたくあん  きゅうり漬  ピーマン漬
 みそ汁（里芋）  みそ汁（油揚げ）  みそ汁（しめじ）  みそ汁（青梗菜）  すまし汁（もずく）  みそ汁（豆腐）  みそ汁（えのき）

１９（日） ２０（月） ２１（火） ２２（水） ２３（木） ２４（金） ２５（土）
 ミニ山シュガー  全粥  ロールパン（ﾁｮｺﾚｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾄ）  茶粥  あんぱんだより  野菜雑炊  カスタードクリームパン

 ビーフン炒め  ひじきと白菜の煮物  ブロッコリーのツナ和え  煮浸し  ソーセージソテー  卵とじ  マカロニサラダ
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳

 のり佃煮・牛乳  金時豆・牛乳  うぐいす豆・牛乳
 米飯  米飯  米飯  米飯  ミートスパゲティー  米飯
 鯖の山椒焼き  豚と大根の甘辛炒め煮  いなり寿司  鶏すき  鯖の塩焼き  コールスロー  鰆の生姜焼き
 若竹煮  キャベツとしめじのソテー  筑前煮  じゃが芋の金平  ミニコロッケ  ヨーグルト  れんこんの煮物
 ほうれん草のピーナツ和え  インゲンのおかか和え  菜の花の和え物  キャベツとしらすの酢の物  おろし和え  スープ(マッシュルーム)  ほうれん草のきのこ和え

 みそ汁（里芋）  みそ汁（南瓜）  すまし汁（豆腐）  みそ汁（花麩）  かきたま汁  みそ汁（さつま芋）
間食  オリゴワン（鉄・カルシウム）  ミルクココア  野菜ジュース  ジョア  ヤクルト400LT  カルピスウォーター  グリンティー

 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 鶏ひき肉の磯辺焼き  たらの味噌焼き  ミートローフ  ホキのタルタル焼き  豚肉と玉ねぎの生姜炒め  鯵の煮付け  かに玉あんかけ
 卯の花  さつま芋のレモン煮  アスパラサラダ  ぜんまいの炒り煮  南瓜の甘煮  里芋の利休煮  しゅうまい
 べったら漬  フルーツ（みかん缶）  フルーツ（もも缶）  ピーマン漬  しば漬け  フルーツ（みかん缶）  フルーツ（もも缶）
 すまし汁（そうめん）  すまし汁（昆布）  コンソメスープ（玉ねぎ）  みそ汁（もやし）  みそ汁（しめじ）  すまし汁（花麩）  スープ（もずく）

２６（日） ２７（月） ２８（火） ２９（水） ３０（木） ３１（金）
 ミニ山シュガー  鮭雑炊  北海道玉ねぎカレーパン  卵雑炊  ロールパン（いちごジャム）  全粥
 野菜のコンソメ煮  竹輪と小松菜の炒め煮  マカロニのトマト煮  じゃが芋とベーコンの炒めもの  カリフラワーのサラダ  野菜炒め
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）

 うぐいす豆・ミルージュ  五目豆・牛乳  梅びしお・ヤクルト400LT

 米飯  カレーライス  米飯  米飯  米飯  米飯
 鶏肉の時雨煮  アスパラサラダ  牛肉コロッケ  鰆の幽庵焼き  豚肉と筍の山椒炒め  鶏肉の照り焼き
 南瓜の煮物  ぶどうゼリー  牛蒡と麩の柳川風  さつま揚げの炒め煮  さつま芋のレモン煮  ひじき煮
 木の芽和え  コンソメスープ（カリフラワー）  インゲンのサラダ  もやしの三杯酢和え  白菜のマヨポン和え  葉の花の和え物
 すまし汁（はんぺん）  みそ汁（なす）  赤だし汁（ごぼう）  すまし汁（そうめん）  みそ汁（大根）

間食  ミルク紅茶  カフェオレ  アップルティー  ジョア  オレンジジュース  豆乳カフェオレ
 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 揚げだし豆腐中華あん  めばるの煮付け  タラのマヨネーズ焼き  筑前煮  お好み卵焼き  鯖の利休焼き
 カリフラワーの甘酢和え  大根の煮物  里芋の白煮  キャベツ炒め  茄子の信田煮  厚揚げの煮物
 ピーマン漬  もずく酢  フルーツ（もも缶）  フルーツ（みかん缶）  きゅうり漬  しば漬
 みそ汁（キャベツ）  みそ汁（玉ねぎ）  すまし（豆腐）  すまし汁  みそ汁（なめこ）  すまし汁（花麩）

朝
　
食

令和元年

昼
　
食

夕
　
食

朝
　
食

昼
　
食

夕
　
食

夕
　
食

朝
　
食

昼
　
食

夕
　
食

朝
　
食

昼
　
食

夕
　
食

朝
　
食

昼
　
食


