
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
ぶどうジュース74kcal りんごジュース59kcal レモネード27kcal マミー69kcal イチゴオレ54kcal
ごはん ごはん グリンピースごはん ごはん ごはん
すまし汁 中華スープ すまし汁 味噌汁 コンソメスープ
アジの焼き浸し 麻婆ナス ブリの照り焼き 白身魚の野菜あん 鶏肉のトマト煮
きのこの温サラダ もやしの錦糸和え ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの桜えびあん いんげんの香味和え ﾚﾀｽのｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ

フルーツカクテル 白桃缶 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｿｰｽﾊﾞﾊﾞﾛｱ しその実漬け つぼ漬け
あみの佃煮 漬物 たくあん 白花煮豆 りんご缶

542kcal 3.8g 645kcal 3.0g 612kcal 4.0g 484kcal 3.1g 599kcal 3.4g
セレクト ミルクケーキ58kcal 小倉あんパイ117kcal ホットケーキ80kcal サラダせんべい68kcal

7 8 9 10 11 12
ココア101kcal レモンティー22kcal オレンジジュース57kcal コーヒー牛乳58kcal ぶどうジュース74kcal カルピス35kcal
カレーライス ●豆腐めし● ごはん タンメン ごはん ごはん
コンソメスープ すまし汁 味噌汁 シュウマイ 味噌汁 コンソメスープ
胡瓜のかにかまサラダ タラの菜種焼き 白身魚の揚げ煮 菜の花の辛子マヨ和え 鶏団子の煮込み 白身魚のチーズ焼き

白桃缶ヨーグルト 白菜の中華炒め かぶの蒸し鶏和え りんごゼリー れんこん金平 ひじきのバター炒め

福神漬け 黄桃缶 バナナ フルーツカクテル 夏みかん缶
漬物 昆布の佃煮 青かっぱ漬け 桜漬け

606kcal 3.2g 538kcal 3.5g 544kcal 3.3g 748kcal 3.6g 570kcal 3.5g 611kcal 3.3g
かっぱえびせん59kcal 黒糖まんじゅう104kcal シュークリーム96kcal セレクト コーヒーゼリー99kcal キャラメルバウム81kcal

14 15 16 17 18 19
ミルクティー42kcal イチゴオレ54kcal レモネード27kcal 野菜ジュース23kcal ココア101kcal マミー69kcal
ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん かやくごはん
味噌汁 中華スープ すまし汁 味噌汁 味噌汁 すまし汁
鶏肉の梅肉焼き 韓国風焼き豚肉 赤魚のﾁｬﾝﾁｬﾝ焼き ホッケの南部焼き 牛肉コロッケ 照焼きハンバーグ

ふきのそぼろ炒め ぜんまいのナムル 花野菜サラダ 大根のおかか和え 胡瓜のザーサイ和え ごぼうサラダ
ぶどう缶 キウイフルーツ 杏仁豆腐 黄桃缶 白桃缶 パイン缶
青かっぱ漬け 赤かっぱ漬け つぼ漬け しその実漬け たくあん 漬物

566kcal 3.8g 537kcal 3.0g 706kcal 3.8g 488kcal 2.7g 533kcal 4.0g 637kcal 5.0g
黒糖ケーキ70kcal みかんフルーチェ184kcal 紅茶ケーキ69kcal 雪の宿70kcal セレクト 人形焼96kcal

21 22 23 24 25 26
オレンジジュース57kcal りんごジュース59kcal ぶどうジュース74kcal カルピス35kcal コーヒー牛乳58kcal ミルクティー42kcal
ごはん ごはん キーマカレー ごはん 菜飯ごはん ごはん
味噌汁 味噌汁 コンソメスープ 雷汁 味噌汁 ワンタンスープ
サバのしょうが煮 鶏肉のパン粉焼き タラモサラダ 赤魚のゴマダレ焼き 白身魚のチリソース かに玉
なると入り小松菜炒め ナスの煮物 黄桃缶入りヨーグルト グリーンサラダ 豆腐サラダ かぶのツナ和え
りんご缶 ぶどう缶 福神漬け ザーサイ 夏みかん缶 たくあん
かぶの浅漬け 桜漬け フルーツカクテル 赤かっぱ漬け 洋梨缶

529kcal 3.3g 503kcal 2.5g 664kcal 3.0g 475kcal 4.4g 534kcal 3.1g 667kcal 4.6g
あんドーナツ95kcal ハッピーターン84kcal セレクト 紫芋まんじゅう104kcal バームクーヘン105kcal 水ようかん55kcal

28 29 30 31
レモネード27kcal マミー69kcal イチゴオレ54kcal ココア101kcal
ごはん キャロットライス ごはん ごはん
味噌汁 コンソメスープ すまし汁 味噌汁
白身魚フライ ビーフシチュー ホッケのおろしポン酢 塩肉じゃが
春菊のごま辛子和え ｽﾞｯｷｰﾆのｺｰﾝﾊﾞﾀｰ ふきの土佐煮 ｱｽﾊﾟﾗのみそ和え

あみの佃煮 白桃缶 パイン缶 ぶどう缶
杏仁豆腐 しば漬け 青かっぱ漬け 白菜漬け

697kcal 3.6g 574kcal 3.4g 499kcal 3.0g 495kcal 3.5g
チーズケーキ50kcal もみじまんじゅう104kcal どら焼き72kcal 抹茶蒸しパン141kcal

5月分献立表

【豆腐めし】は、鳥取県の郷土料理です。炒った豆腐と山菜などの野菜を炊き込みご飯にしたものです。

どんどろけめしとも呼ばれており、豆腐を炒る音が雷に似ているところから付けられました。

今回は、豆腐、にんじん、ねぎ、しいたけなどの食材で作ります。どうぞお楽しみに★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊今月は3日（木）に「端午の節句の行事食」を予定しています。

＜郷土料理＞　5月8日（火）実施　【豆腐めし】について


