
日 月 火 水 木 金 土

1
ココア114kcal

ごはん
中華スープ
鶏肉の豆鼓蒸し
わかめサラダ
杏仁豆腐
ザーサイ

519kcal 2.4g
クリームブッセ76kcal

3 4 5 6 7 8
カルピス33kcal レモンティー39kcal グレープジュース71kcal アップルティー79kcal コーヒー牛乳71kcal オレンジジュース65kcal

ごはん ★たけのこごはん ごはん ごはん ごはん
コンソメスープ すまし汁 みそ汁 みそ汁 コンソメスープ
たらのピカタ メバルの塩焼き 豚肉じゃが 擬製豆腐 鶏肉とかぼちゃ煮 白身魚のﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き

シーザーサラダ アスパラのごま和え 小松菜のお浸し 金平ごぼう 大根サラダ いんげんのチーズサラダ

パイン缶 メロン 黄桃缶 うぐいす豆煮 洋梨缶 マンゴー缶
かぶの浅漬け しば漬け 昆布佃煮 さくら漬け 白菜漬け

478kcal 2.7g 454kcal 3.2g 536kcal 3.3g 558kcal 3.3g 535kcal 3.4g 462kcal 2.6g
セレクト よもぎまんじゅう65kcal シュークリーム83kcal バナナフルーチェ39kcal りんごケーキ124kcal 今川焼き106kcal

10 11 12 13 14 15
ミルクティー47kcal いちごオレ60kcal りんごジュース65kcal 紅茶 38kcal カルピス33kcal マミー74kcal
十五穀米ごはん ごはん チキンカレー ごはん ごはん
みそ汁 中華スープ コンソメスープ みそ汁 みそ汁
揚げ豆腐のきのこあん 豚肉の韓国風炒め コーンサラダ さわらのごま焼き 赤魚のおろしがけ みそ汁
さつま芋とりんご煮 ほうれん草のナムル フルーツヨーグルト たけのこの土佐煮 きゅうりの塩昆布和え 小松菜のからし和え

しその実漬け 赤かっぱ漬け 福神漬け キウイフルーツ マンゴー缶 白花豆煮
三色煮豆 みかん缶 のり佃煮 さくら漬け 漬物

596kcal 2.4g 525kcal 3.2g 585kcal 3.2g 501kcal 3.3g 475kcal 3.3g 502kcal 3.2g
ほうじ茶プリン67kcal ヨーグルトケーキ70kcal チョコバウム94kcal 栗まんじゅう101kcal 黒糖ケーキ70kcal セレクト

17 18 19 20 21 22
レモネード30kcal オレンジジュース65kcal コーヒー牛乳71kcal グレープジュース71kcal ミルクティー47kcal カルピス33kcal
ごはん ごはん ゆかりごはん ごはん ごはん
すまし汁 みそ汁 すまし汁 コンソメスープ みそ汁
さばのみそ煮 えびしゅうまい あじの野菜あんかけ 五目卵焼き 豚肉のトマト煮 かれいの照り焼き
ﾁﾝｹﾞﾝ菜のなめ茸和え フルーツゼリー 山芋の梅おかか和え ●冷汁 じゃが芋のソテー ひじきと豆腐のサラダ

バナナヨーグルト 三色豆煮 金時豆煮 りんご缶 青かっぱ漬け
梅びしお 漬物 白菜漬け なすの浅漬け フルーツカクテル

576kcal 3.4g 599kcal 3.4g 489kcal 2.9g 500kcal 3.4g 592kcal 3.0g 496kcal 3.3g
人形焼き77kcal 手作り水ようかん68kcal セレクト 紫芋まんじゅう105kcal エクレア90kcal ホットケーキ92kcal

24 25 26 27 28 29
いちごオレ60kcal りんごジュース65kcal マミー74kcal レモネード30kcal オレンジジュース65kcal コーヒー牛乳71kcal

ビーフカレー ごはん 麦ごはん ごはん ごはん ごはん

コンソメスープ みそ汁 豚汁 コンソメスープ すまし汁 みそ汁

レタスサラダ ほっけの昆布しょうゆ焼き 鮭の塩焼き えびフライ 厚揚げと野菜のごま炒め ハンバーグﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ

フルーツヨーグルト ふきのごま煮 とろろ芋 トマトサラダ アスパラのツナ和え ポテトサラダ
福神漬け 黄桃缶 しば漬け みかん缶 さくら漬け りんご缶

青かっぱ漬け パイン缶 キャベツの浅漬け フルーツカクテル 赤かっぱ漬け
628kcal 3.3g 478kcal 2.8g 570kcal 3.2g 546kcal 3.0g 504kcal 3.2g 630kcal 3.5g

紅茶ケーキ69kcal もみじまんじゅう94kcal たい焼き94kcal チョコワッフル108kcal セレクト バニラババロア82kcal

31
マミー74kcal

ごはん
すまし汁
豚肉のねぎ塩炒め

かぶのポン酢和え

うずら豆煮
しば漬け

501kcal 3.3g
白あんまんじゅう103kcal

5月献立表

★５月４日（火）に『端午の節句』の行事食を予定しています。

かきたまうどん

三色丼

広東麺

＊数字はエネルギーと塩分量です。

  ●【冷汁（ひやしる）：山形県郷土料理】 ５月２０日（木）実施 

   上杉謙信公の出陣の献立のひとつであったことから、 
 旧上杉藩・米沢地区を中心に行事食として伝わっているものです。 
 「汁」と呼んでいますが、具だくさんのおひたしです。 
  現在では普段の食事でも食べられ、くきたち（菜の花の仲間）、白菜、 

 ほうれん草、玉菜（キャベツ）など季節の野菜を使い作られるそうです。 
                        （出典：郷土料理ものがたりホームページ ）  
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