
平成31年

ひき肉のカレーライス お祝いｶｯﾌﾟｹｰｷ ひき肉　卵　粉チーズ 白米　じゃが芋　 砂糖 人参　玉ねぎ　トマト　果物

コールスローサラダ　わかめスープ　果物 牛乳 わかめ　牛乳 小麦粉 ﾒｰﾌﾟﾙｼﾞｬﾑ ｷｬﾍﾞﾂ　長ネギ

麦ごはん　鮭のムニエル キャロットケーキ 鮭　卵 白米 押し麦 ｻﾗｽﾊﾟ　砂糖 ﾄﾏﾄ　黄ﾋﾟｰﾏﾝ　ｷｭｳﾘ　果物

スパサラダ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑｽｰﾌﾟ　果物 牛乳 牛乳 ﾊﾞﾀｰ　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 人参　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　小松菜

ごはん 豚肉の生姜焼き  果物 ジャムサンド 豚肉　牛乳 白米　じゃが芋　食パン 玉ねぎ　ほうれん草　人参

 白菜とｷｭｳﾘの土佐和え じゃが芋のみそ汁 牛乳 削り節 ジャム ｷｭｳﾘ　白菜 しめじ　果物

あわごはん　魚の味噌煮　果物 小倉あん入りﾎｯﾄｹｰｷ 赤魚　ツナ　木綿豆腐 白米　あわ 大根 しそ ほうれん草 ネギ

ほうれん草の白和え　とろろ昆布すまし汁 牛乳 とろろ昆布　はんぺん　牛乳ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ　小倉あん 果物

きつねうどん　ちくわの磯部揚げ しそひじきおにぎり 豚肉　なると　油揚げ うどん　白米 ほうれん草 人参 長ﾈｷﾞ　

大根サラダ　果物 お茶 ちくわ 卵 ﾁｰｽﾞ しそひじき 大根 ｷｭｳﾘ トマト 果物

ジューシー せんべい・ﾐﾆｾﾞﾘｰ 豚肉　ツナ　ひじき　ハム 白米　春雨 人参　ニラ　ｷｭｳﾘ　ごぼう

春雨サラダ　豚汁　ミニゼリー 牛乳 こんにゃく　牛乳 せんべい　ゼリー ネギ　

ごはん　鶏肉とセロリのソテー トマトケーキ 鶏肉　枝豆　卵　 白米　じゃが芋 コーン 玉ねぎ セロリ 人参  果物

ポテトサラダ　野菜スープ　果物 牛乳 ﾏｰｶﾞﾘﾝ　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ｷｭｳﾘ 大根 ﾄﾏﾄ ｴﾉｷ 小松菜

炊き込みチャーハン　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのツナ和え チーズサブレ ｳｲﾝﾅｰ　ツナ　豚ﾐﾝﾁ 白米　コーン　　砂糖 玉ねぎ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　黄ﾋﾟｰﾏﾝ

肉団子スープ　果物 牛乳 卵　ﾁｰｽﾞ　牛乳 ﾏｰｶﾞﾘﾝ　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 人参　小松菜　果物

麦ごはん　ﾋﾟｰﾏﾝの肉詰め サーターアンダギー 合挽肉　ｷﾄﾞﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ 白米　押し麦　ｺｰﾝ　パン粉 ﾋﾟｰﾏﾝ 人参 玉ねぎｷｬﾍﾞﾂ

豆サラダ　もやしのみそ汁　果物 牛乳 枝豆　卵　牛乳 小麦粉　砂糖　油 ｷｭｳﾘ　もやし　ﾆﾗ　果物

もずく丼　ほうれん草のゴマ和え ヒラヤーチー もずく　合挽肉　わかめ　 白米　コーン 人参 玉ねぎ 小松菜 果物

　大根のみそ汁　果物 牛乳 卵　ﾂﾅ 牛乳 小麦粉　砂糖　油 ほうれん草　大根　ネギ

あわごはん　焼きししゃも ココアクッキー
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あわごはん　焼きししゃも ココアクッキー シシャモ　鶏肉　ｺﾝﾆｬｸ　卵 白米　あわ　ｵｰﾄﾐｰﾙ　砂糖 大根　人参　ｺﾞﾎﾞｳ　ｼｲﾀｹ

筑前煮　アーサのすまし汁　果物 牛乳 ｱｰｻ　絹ごし豆腐　牛乳 ﾏｰｶﾞﾘﾝ　小麦粉 ネギ　果物

カレーピラフ　ブロッコリーのソテー マシュマロおこし 鶏肉　あさり　ﾍﾞｰｺﾝ　卵 白米　コーン　じゃが芋 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ 人参 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

クラムチャウダー　果物 牛乳 牛乳 小麦粉　油　ｵｰﾄﾐｰﾙ ﾏｯｼｭﾙ-ﾑ ほうれん草 果物

【ｶﾐｶﾐ献立】玄米ごはん　野菜の肉巻き おやつパン 豚肉　ツナ　卵 白米　玄米　 人参　ｲﾝｹﾞﾝ　ﾊﾝﾀﾞﾏ　

ハンダマのツナ和え　かきたま汁　果物 牛乳 牛乳 食パン みつば　果物

麦ごはん　麩チャンプルー アガラサー 卵　豚ﾚﾊﾞｰ 白米　車麩　ﾋﾟｰﾅｯﾂ　砂糖 人参　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　ニラ

手作りジーマーミ豆腐　チムシンジ　果物 牛乳 豚肉　牛乳 じゃが芋　ﾀﾋﾟｵｶ粉　強力粉 長ﾈｷﾞ　小松菜　果物

肉野菜そば　　金時豆の甘煮 みそおにぎり 鶏肉　金時豆　ツナ 沖縄そば　白米 ｷｬﾍﾞﾂ　玉ねぎ　

果物 お茶 砂糖 人参　ニラ　果物

炊き込みごはん　　ナムル ラスク ツナ　こんにゃく 白米　コーン　そうめん ｺﾞﾎﾞｳ　人参　ｼｲﾀｹ　もやし

そうめん汁　果物 牛乳 牛乳 食パン　ﾏｰｶﾞﾘﾝ　砂糖 ほうれん草　ネギ　果物

ごはん　肉じゃが　中華和え バナナケーキ 豚肉 しらたき わかめ ﾂﾅ 白米　　じゃが芋 玉ねぎ　人参　小松菜

厚揚げのみそ汁　果物 牛乳 厚揚げ　卵　ｶﾆｶﾏ　牛乳 小麦粉　砂糖 ｷｭｳﾘ　長ネギ　果物

ミートスパゲティ　 ゆかりしらすおにぎり 合挽肉　ひじき　ベーコン ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ　白米　ｺｰﾝ 玉ねぎ 人参 トマト ｷｬﾍﾞﾂ　

イタリアンサラダ　コンソメスープ　果物 お茶 しらす　 ｾﾛﾘ　小松菜　果物

あわごはん　魚の生姜煮 おやつパン 赤魚　豚肉 白米　あわ 切干大根 ﾈｷﾞ 人参 果物

切干大根イリチー　わかめのみそ汁　果物 牛乳 木綿豆腐　わかめ　牛乳 パン ｼｲﾀｹ　ﾆﾗ　ﾋﾟｰﾏﾝ

ごはん　松風焼　タマナーﾁｬﾝﾌﾟﾙｰ スイートポテト 鶏ひき肉　木綿豆腐　卵 白米　パン粉 玉ねぎ　人参　ﾈｷﾞ　ｷｬﾍﾞﾂ

　なめこ汁　果物 牛乳 ひじき　ツナ　牛乳 さつま芋　砂糖　ごま ﾋﾟｰﾏﾝ　なめこ　果物

バースデーケーキ 豚ﾐﾝﾁ　卵　ハム 白米　小麦粉　ｵｰﾄﾐｰﾙ　油 玉ねぎ 人参ｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ

牛乳 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　牛乳 ｺｰﾝ　砂糖　ﾊﾞﾀｰ ｸﾙﾄﾝ 黄ﾋﾟｰﾏﾝ 大根 ｺﾞﾎﾞｳ 果物

野菜カレーライス　 コーンフレーク 豚肉　ツナ　わかめ　大豆 白米　じゃが芋　春雨 人参  ﾋﾟｰﾏﾝ　果物

春雨スープ　果物 牛乳 牛乳 コーンフレーク 玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ　にら　

＊4月29日は昭和の日、4月30日は退位の日でお休みです。
※食材の都合により献立を変更する事があります。
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