
月 火 水 木 金

1日  2日  3日 4日 5日

茶飯（白ごま塩） 麦ごはん（お茶ふりかけ）

鶏肉の若草揚げ 魚のカレー風味焼き

焼きビーフン　 豚肉と春ごぼうの揚げ煮 お休み お休み お休み

さつま芋のごまみそ和え 野菜のおかか和え

切干大根と水菜のなます風 ガーリックきのこ

プチトマト みそあん白玉

8日   9日  10日 11日 12日

雑穀ごはん（梅わかめ）　 黒米ごはん（青のり）　 きびごはん（ゆかり）　 発芽玄米ごはん(海苔おかか) 藤の花ごはん

親子煮　　 鶏の唐揚げ薬味だれ 鮭のうま塩ザンギ おろしハンバーグ チキンカツ

ちくわのごま揚げ　 豚肉と豆腐のチャンプルー 豚肉と青梗菜の炒めもの 高野豆腐の甘煮 彩り卵焼き

人参の塩きんぴら 白滝のナポリタン風 かぼちゃの洋風煮 スナップエンドウのごま塩 さつま芋と白菜の煮物

ビーンズサラダ　 明日葉のツナ和え　 昆布白菜 ナムル炒め 青菜のごま和え

くだもの くだもの プチトマト キャラメルポテト くだもの

15日　 16日　 17日　 18日　 19日　

麦ごはん（お日様ふりかけ）　 雑穀ごはん（ゆかり）　 黒米ごはん（わかめ）　 きびごはん(のりなめたけ) 発芽玄米ごはん（青のり）

マーマレードチキン 豚肉のしぐれ煮 豚肉のプロバンスソース 鶏の唐揚げチリソース サバ缶とチーズの棒餃子

ドライカレー　 チキングラタン 手づくりコロッケ 豚肉の五目卵炒め 鶏肉とじゃがいもの揚げ煮

アスパラとポテトの素揚げ おかひじきのおかか和え キャベツと油揚げのみそ炒め 雷こんにゃく コーンバター

野菜とえのきのお浸し ひじき煮 小松菜のゆかりじゃこ和え 塩麴サラダ 浅漬け

くだもの きな粉豆 くだもの くだもの プチトマト

22日　 23日　 24日　 25日　 26日　

黒米ごはん（ゆかり）　 きびごはん（おかか）　 発芽玄米ごはん（青菜ふりかけ） 麦ごはん（タコライス風ふりかけ） 雑穀ごはん（ごま塩）　

カツオのトマトソース　 豚肉のスタミナ炒め ゆで鶏のバンバンジーだれ　 いかフライレモン風味 海苔つくね

鶏肉とさつま芋の照り煮 和風オムレツ 高野豆腐の唐揚げ 豚肉と厚揚げの甘辛煮 鶏肉と春キャベツのスープ煮

きゅうりのひと塩 グリーンピースの米粉天 れんこんの炒り煮 青菜のごま炒め ツナサラダ

刻み昆布の煮物 切干大根とわかめの梅風味 春キャベツのだし和え 海藻サラダ そら豆の塩ゆで　

いちごケーキ くだもの くだもの プチトマト 夏みかんドーナツ

29日　 30日　 31日　

きびごはん（つぶつぶコーン）　 発芽玄米ごはん（わかめ）　 雑穀ごはん（ツナそぼろ）　

鶏肉の味噌チーズ焼き 豚の生姜焼き～梅はちみつだれ チンジャオロース

韓国風揚げ肉じゃが 海鮮かき揚げ うずら卵フライ

野菜のゆかり和え うどとちくわのきんぴら きこりのトマトソース

ブロッコリーのおひたし インゲンの胡麻和え 青菜の磯香和え

くだもの プチトマト くだもの

　5 月 の 献 立 ※納品状況、食材価格により献立変更することがございます。予めご了承ください。



月 火 水 木 金

1日　 2日

発芽玄米ごはん（ゆかり） 雑穀ごはん(桜エビわかめ)

豚肉の香味ごまだれ ぶりの照り焼き

厚揚げと小松菜のそぼろ 回鍋肉

そら豆とアスパラのフリッター きゅうりの浅漬け

ピリ辛もやし 人参のきんぴら

夏みかんの一口ケーキ カリカリ豆ごぼう

5日　 6日　 7日　 8日　 9日　

麦ごはん（青菜） 雑穀ごはん（ツナそぼろ） 発芽玄米ごはん（おかか） きびごはん（青のり） 黒米ごはん（じゃこ）

さばの麦みそ焼き カレーメンチカツ いかのチリソース ピーマンの肉詰め 鶏肉の梅チーズ焼き

豚肉とニラのたまご炒め 豆腐入り厚焼き玉子 肉豆腐 筑前煮 しぐれ煮

刻み昆布の煮物 きのこソテー はりはり漬け 茄子の甘みそがけ 切り干し大根の含め煮

キャベツのゆかり和え 海藻サラダ ブロッコリーの味噌だれ 野菜のおかか和え 野菜の胡麻酢和え

大学芋 メロン くだもの くだもの かぼちゃの天ぷら

12日　 13日　 14日　 15日　 16日　

あじさいごはん 発芽玄米ごはん（ひじき） 麦ごはん(ゆかり) 雑穀ごはん(鶏そぼろ) きびごはん（おかかのり）

油淋鶏 カツオのごまがらめ 手作りハンバーグトマトソース アジフライ 醤油麹から揚げ

豆腐ステーキ肉みそかけ ドライカレー うずらの卵の煮物 高野豆腐の卵とじ ゴーヤチャンプルー

コロコロサラダ キャベツのオイスターソース炒め もやしの塩ナムル 野菜の中華漬け れんこんステーキ

野菜の和風ソテー 大根の甘酢漬け 青菜ときのこの炒め物 のり塩ポテト うま塩キャベツ

くだもの くだもの スティックポテト プチトマト くだもの

19日　 20日　 21日　 22日　 23日　

発芽玄米ごはん（青のり） きびごはん（ゆかり） 発芽玄米ごはん（わかめ） 麦ごはん（おかか） 雑穀ごはん（ごま塩）

鮭の竜田揚げ チキンチキンごぼう 手作りえびカツ 鶏肉の香味焼き チキンの南蛮風（タルタル）

ミートグラタン 厚揚げサイコロステーキ 鶏肉と新じゃがの煮物 ちくわの天ぷら 家常豆腐

塩きんぴら 無限ピーマン ズッキーニのチーズ焼き 人参しりしり やみつきこんにゃく

キャベツの青じそドレッシング 野菜の浅漬け 豆苗の薬味和え 野菜ときのこのお浸し チンゲン菜のじゃこ和え

くだもの 白玉団子(きなこ) プチトマト とうもろこし さつま芋のオレンジ煮

26日　 27日　 28日　 29日　 30日　

きびごはん（海苔の佃煮） 発芽玄米ごはん（おかか） 麦ごはん（青菜ふりかけ） 雑穀ごはん（のりたま） 雑穀ごはん（ひじき）

ヤンニョムチキン風 タレカツ 冷しゃぶポン酢風味 いかの更紗揚げ 鶏肉の照り焼き

じゃが芋のそぼろ煮 豆腐の五目あんかけ 手作りナゲット 鶏肉と夏野菜のトマト煮 ピザ風オムレツ

青菜のおひたし みょうが入り酢の物 ひじきの中華炒め こんにゃくのみそ炒め 夏越かき揚げ（ゴーヤ）

白滝の塩チャプチェ 粉ふきいもカレー風味 野菜の生姜和え オクラの磯香和え インゲンのおかか浸し

くだもの 焼きとうもろこし さつま芋のハニー焼き くだもの くだもの

　　 6 月 の 献 立 ※納品状況、食材価格により献立変更することがございます。予めご了承ください。


