
曜日

日付

計 17141459 1529 1445 1316 1533 1575

いりこ味噌
460 549 512 413 566 547 508

種なし梅 金山寺 のり佃煮 たいみそ はちみつねり梅 もろみ潰し味噌

じゃがいもと平天の旨煮
味噌汁(玉ねぎ･大根) 味噌汁(白菜・えのき) 味噌汁(豆腐) 味噌汁(白菜･白ねぎ) 味噌汁（じゃがいも・しいたけ） 味噌汁(里芋・もやし) 味噌汁(玉ねぎ・ほうれん草)
白菜と鶏肉の塩だしとろみ炒め 大豆煮 ｶﾘﾌﾗﾜｰとｱｽﾊﾟﾗのﾊﾞﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾚｻﾗﾀﾞ 小松菜と焼き豚の炒め物 大根と大根葉の和え物 枝豆とﾍﾞｰｺﾝの塩バターソテー

御飯
枝豆がんもの炊き合わせ 牛皿 ハンバーグ(和風ソース) いわしの山椒煮 豚肉の塩ダレ炒め 鶏肉のオニオンソース煮 八宝菜

145

夕

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

鯉のぼり羊羹
お

乳製品

80

512 484 541 540 603 470 504

コンソメスープ（セロリ・コーン） れんこんと豚肉の金平 冬瓜の炒め煮
味噌汁(もずく) 味噌汁(玉ねぎ･小松菜) 味噌汁(油揚げ･しいたけ) 味噌汁(ごぼう･人参) 手作りはちみつレモンゼリー 味噌汁(うまい菜・油揚げ） すまし汁(キャベツ・人参)

御飯 御飯
回鍋肉 さけの香味焼き 白身魚の揚げ物(甘酢あん) 鶏肉の照り焼き(炭焼き風味) エビフライ(レモンタルタルソース) 赤魚の更紗あんかけ さばの西京焼き

昼

御飯 御飯 御飯 御飯 オムライス(野菜ソース)

ごぼうとふきの煮物 卵ふくさ焼き 鶏肉とひじきの炒め煮 絹揚げと豚肉の煮物

牛乳
487 416 392 363 364 558 557

味噌汁(里芋･油揚げ) 味噌汁(白ねぎ･わかめ) 味噌汁(大根葉･人参) コンソメスープ 味噌汁(大根・わかめ) 味噌汁(絹揚げ･大根葉)

チキンナゲット(ｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽ)
もやしと大根葉のごまﾄﾞﾚｻﾗﾀﾞ しろなと平天の塩ポン和え ほうれん草となめこの和え物 ヨーグルト ポテトサラダ スパゲティーサラダ フルーツ(パイン缶･白桃缶)
ｶﾘﾌﾗﾜｰとｳｲﾝﾅｰのソテー レモンチキン 洋風だし巻き卵 もやしとウインナーのソテー かにつみれの煮物 山芋の鶏そぼろ煮

6 7

朝

御飯 御飯 御飯 みかんジャムパン 御飯 御飯 こしあんパン
1 2 3 4 5

Ｒ５年５月長期献立表
月 火 水 木 金 土 日

5月2日(火)
八十八夜

八十八夜とは、立春から数えて88
日後の日を言います。八十八夜か
ら後は、畑や田んぼに霜がなくな
り、本格的な夏が始まる日とされ
ています。日本ではこの日を田植
えや茶摘みなど始める目安として
きました。八十八夜は縁起がいい
日と言われ、八十八夜にお茶を飲
むと寿命が延びる、健康でいられ
るという言い伝えがあるそうです。

5月5日(金)昼食
『端午の節句』

端午の節句は、奈良時代に中国より伝わった風習で、子どもの健や
かな成長を祈願する日として定着していますが、実はその他にも子
どもを産んだ母親に感謝をする日でもあるそうです。そんな子どもの
日のメニューは小さなお子様からお年寄りまで楽しんで頂けるような
メニューを用意しました！ぜひお楽しみに。

5月12日(金)昼食
『筍昆布』

[石川県郷土料理]

筍昆布は、石川県金沢市の郷土料理です。
金沢市はかつて城下町として栄えた場所
で、現在では全国有数な筍の産地となって
います。筍と昆布を出汁で煮ただけのシン
プルな料理ですが、素材の味を生かした
ほっとするような味わいです。オリジナル
の筍昆布をぜひご賞味ください。

5月14日(日)昼食
『母の日』

母の日は5月の第2日曜日と決まっています。
年に一度感謝を伝える大切な日ですね。母
の日のメニューはお祝いの席にぴったりの
赤飯や人気の刺身や茶碗蒸しなど登場予
定です。赤飯に入っている小豆には邪気を
祓う意味合いが込められ、とても縁起の良
い食べ物です。



曜日
日付

計
日付

計 17241375 1594 1420 1419 1654 1483

もろみ潰し味噌
524 463 561 517 553 587 574

もろみ潰し味噌 種なし梅 たいみそ いりこ味噌 のり佃煮 金山寺

もやしとちくわの香味ドレサラダ
味噌汁(油揚げ･わかめ) 味噌汁(ソーメン) 味噌汁(もやし･大根葉) かきたま汁 すまし汁(しめじ・わかめ) 味噌汁(もやし･大根） 味噌汁(チンゲン菜・人参)
白菜と豚肉のとろみ炒め 大根と豚肉の炒め物 胡瓜とかまぼこの甘酢和え もやしと豚肉の炒め物 ｶﾘﾌﾗﾜｰとちくわのｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾚ和え 絹揚げの鶏そぼろ煮

さわらの香味焼き 牛肉とキャベツのピリ辛炒め 赤魚の魚田(田楽味噌) 肉じゃが(豚肉) 合鴨スモークスライス 豚肉の生姜炒め

122

夕

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯
さんまの山椒煮

80
生姜あられ

520

お
乳製品 きんつば

442 563 422 537 608 430

大豆煮
味噌汁（大根・人参） 味噌汁(里芋･しめじ) 味噌汁(白菜･わかめ) みかん缶 味噌汁(ほうれん草・油揚げ) 味噌汁(里芋・しいたけ)

とんかつ(おろしあん) かれいの生姜煮 高野豆腐と鶏肉のサイコロ煮 白身魚の煮付け 白身魚のｸﾞﾘﾙ(ﾏｽﾀｰﾄﾞﾀﾙﾀﾙｿｰｽ)
うまい菜と鶏肉の炒め物 ひじきと絹揚げの煮物 かぼちゃのサラダ 味噌汁(玉ねぎ･しいたけ) れんこんと牛肉の金平

508

昼

御飯 御飯 豆御飯 お好み焼き(豚肉)

特製駅弁
（長崎駅）

御飯 御飯
三色稲荷の炊き合わせ

409 488 437 365 493 466

白菜とウインナーの豆乳煮 キャベツとツナのマリネ フルーツミックス缶
味噌汁(キャベツ･白ねぎ) 味噌汁(玉ねぎ・ﾁﾝｹﾞﾝ菜) 味噌汁(絹揚げ･ごぼう) コンソメスープ 味噌汁(小松菜･白ねぎ) 味噌汁(えのき･しいたけ） 牛乳

御飯 黒糖クリームパン
磯巻き卵 鶏つみれの煮物 スクランブルエッグ(ｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽ) ポテトミンチ巻き ホッケのグリル しろなとベーコンのソテー オレンジチキン

朝

御飯 御飯 御飯 蒸しパン 御飯

もやしの香味ダレ和え キャベツとウインナーの炒め物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜としいたけの梅かつお和え ヨーグルト

1513
15 16 17 18 19 20 21
1543 1613 1549 1488 1457 1402

さくら漬け
593 553 459 626 584 399 497

たいみそ のり佃煮 金山寺 金時豆煮 いりこ味噌 梅びしお

キャベツとツナの炒め物
味噌汁(じゃがいも･白ねぎ) 豚汁(豚肉・キャベツ・ごぼう) 味噌汁(白菜・小松菜) 中華スープ(かまぼこ・ｻﾞｰｻｲ) 味噌汁(うまい菜・白ねぎ) 味噌汁(おくら･巻麩) 味噌汁(ほうれん草･あさり)
卯の花 絹揚げと昆布の炒め煮 大根と焼き豚の炒め物 かにシューマイ 黒豆がんもの煮物 白菜のお浸し

鶏肉のねぎ焼き 擬製豆腐 豚肉の野菜炒め 白身魚のカツ(オーロラソース) 白身魚のソテー(マリネソース) 鶏肉のさっぱり煮

84

夕

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯
牛肉ともやしのオイスター炒め

80

母の日まんじゅう
お

乳製品
398 472 525 430 462 522 461

ごぼうと豚肉の味噌煮
味噌汁(とろろ昆布･おつゆ麩) オレンジゼリー 味噌汁(もやし・しいたけ) 味噌汁(絹揚げ・キャベツ) 味噌汁(白菜･油揚げ) 茶碗蒸し(鶏肉･ぎんなん)
一口がんもの煮物 大根とツナの香味ドレサラダ 洋なし缶 れんこんとひじきの黒ごまﾄﾞﾚｻﾗﾀﾞ 筍昆布[石川県郷土料理] キャベツとちくわの和え物

里芋の鶏そぼろ煮 もやしとちりめんの塩麹ﾄﾞﾚｻﾗﾀﾞ ホキのグリル(コンソメソース) 親子煮 豚肉と里芋の煮込み 刺身盛り

471

昼

御飯 きつねそば 大豆と鶏肉のキーマカレー 御飯 御飯 御飯 赤飯
シロガネダラの生姜煮

552 508 565 432 411 481

フルーツミックス缶
味噌汁(大根葉･大根) 味噌汁(チンゲン菜･人参) 味噌汁(じゃがいも･油揚げ) コーンポタージュ 味噌汁(玉ねぎ・しめじ) 味噌汁(大根葉・人参) 牛乳
ｷｬﾍﾞﾂとちくわのｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾚｻﾗﾀﾞ アスパラと平天のﾊﾞｼﾞﾙﾄﾞﾚｻﾗﾀﾞ マカロニサラダ ヨーグルト 白大根と大根葉の和風ドレ和え さつまいものサラダ

照り焼き風肉団子 ボロニアソーセージ しろなとウインナーのソテー 白身魚の厚揚げの煮物 プレーンオムレツ(きのこソース) 海鮮豆腐ステーキ

14

朝

御飯 御飯 御飯 クリームパン 御飯 御飯 ココアパン
大豆ﾐｰﾄﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(ｸﾘｰﾑｿｰｽ)

8 9 10 11 12 13

Ｒ５年５月長期献立表
月 火 水 木 金 土 日



曜日
日付

計
日付

計 1529 1483 1464

たいみそ のり佃煮 もろみ潰し味噌
591 539 503

白菜と油揚げの香味ダレ和え 冷やし冬瓜
味噌汁(白菜・あさり) すまし汁(ソーメン) 味噌汁(しめじ･油揚げ)

夕

御飯 御飯 御飯
豚肉のプルコギ風 さばの味噌煮 豚肉の山椒煮
かにシューマイ

お
乳製品

80

469 494 518

メンチカツ(濃厚ソース)
白菜といんげんの和え物 もやしと豚肉の炒め物 いんげんと平天の和え物
味噌汁(大根葉･大根) 味噌汁(里芋・わかめ) コンソメスープ(小松菜･コーン)

469 370 443

昼

ねぎとろ丼 御飯 御飯
大豆煮 鶏大根

ほうれん草とちくわの梅かつお和え 大根とｱｽﾊﾟﾗのｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾚｻﾗﾀﾞ
味噌汁(じゃがいも・絹揚げ) 味噌汁(チンゲン菜・えのき) 味噌汁(玉ねぎ･ごぼう)

朝

御飯 御飯 御飯
鶏肉のグリル キャベツとウインナーのソテー いわしつみれの煮物
小松菜とかまぼこの洋風お浸し

1584
29 30 31
1496 1570 1401 1418 1459 1683

いりこ味噌
580 567 481 584 565 657 571

のり佃煮 いりこ味噌 梅びしお たいみそ 金山寺

チンゲン菜とちりめんの炒め煮
味噌汁(大根・白ねぎ) コンソメスープ(セロリ･パプリカ) 味噌汁(豆腐) 味噌汁(大根･人参) 味噌汁(おくら･おつゆ麩) とう六豆煮 味噌汁(油揚げ･わかめ)て
卯の花 もやしの和え物 鶏肉とひじきの炒め煮 ポテトサラダ キャベツとしめじの炒め物 胡瓜のごま酢和え

御飯
焼さばの南蛮漬け ポークチャップ ホキの唐揚げ(中華あん) 豚肉とキャベツの和風炒め 鶏の唐揚げ おでん 肉団子の和風あんかけ

96

夕

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

手作り抹茶ｼﾌｫﾝｶｯﾌﾟｹｰｷ
ホイップお

乳製品

80

480 437 431 374 447 635 461

筍と豚肉の炒り煮
味噌汁(玉ねぎ・かまぼこ)味噌汁(もずく・花麩) すまし汁(白菜・しめじ) 味噌汁(大根葉･玉ねぎ) りんごゼリー 味噌汁(筍・大根葉)

れんこんと平天の煮物 一口がんもの煮物 ｷｬﾍﾞﾂとちくわの塩ごまﾀﾞﾚ和え ｱｽﾊﾟﾗともやしの大葉ドレサラダ 高野豆腐のそぼろ煮 ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙ(みかん缶・バナナ）
深川煮［東京都郷土料理］ 鶏肉のにんにく醤油焼き 白菜といかの塩煮 ホッケの塩焼き ｷｬﾍﾞﾂと大根葉の香味ドレ和え 白身魚の香草ﾊﾟﾝ粉焼き(ﾄﾏﾄｿｰｽ)

456

昼

御飯 御飯 御飯 わかめうどん 御飯 ポークカレー 御飯
ハンバーグ(ドミソース)

436 486 489 460 447 391

フルーツミックス缶
味噌汁(じゃがいも･油揚げ) 味噌汁(ｷｬﾍﾞﾂ・人参) 味噌汁(里芋･油揚げ） コーンポタージュ 味噌汁(白菜･もやし) 味噌汁(人参・しいたけ) 牛乳
ｷｬﾍﾞﾂとｺｰﾝのりんごドレサラダ いんげんのバジルドレサラダ 大根とコーンのレモンドレサラダ ヨーグルト ﾌﾞﾛｯｺﾘｰと油揚げのおから和え ほうれん草の麹ナムル和え

チキンピカタ でんぶ入りだし巻き卵 はたけ菜とベーコンの炒め物 プレーンオムレツ(ｺﾝｿﾒｿｰｽ) メヌケの生姜煮 野菜ミンチ巻き

28

朝

御飯 御飯 御飯 チョコクリームパン 御飯 御飯 いちごジャムパン
えびつみれの煮物

22 23 24 25 26 27

Ｒ５年５月長期献立表
月 火 水 木 金 土 日

5月23日(火)昼食
『深川煮』

[東京都郷土料理]

昔、深川地区（現在の東京都江東区）一帯は海
で、あさりがたくさんとれました。深川の漁師のま
かない飯として作られたのが深川丼で、あさりを
味噌でさっと煮て汁ごとご飯にかけたものを言い
ます。今回の深川煮は卵やごぼうも入り、オリジ
ナルに仕上げています。


