
ｴﾈﾙｷﾞｰ  511kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  602kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  632kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  658kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  593kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  575kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  534kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  516kcal

脂質    8.4ｇ 脂質    13.4ｇ 脂質    15.5ｇ 脂質    20.9ｇ 脂質    11.7ｇ 脂質    15.4ｇ 脂質    9.3ｇ 脂質    10.8ｇ

ごはん

ｴﾈﾙｷﾞｰ  773kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  698kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  855kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  767kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  717kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  721kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  729kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  754kcal

脂質    24.1ｇ 脂質    26.1ｇ 脂質    27.7ｇ 脂質    17.1ｇ 脂質    15.0ｇ 脂質    20.5ｇ 脂質    18.2ｇ 脂質    19.1ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  630kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  640kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  638kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  574kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  644kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  705kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  701kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  679kcal

脂質    18.3ｇ 脂質    13.4ｇ 脂質    11.9ｇ 脂質    9.0ｇ 脂質    10.8ｇ 脂質    20.9ｇ 脂質    14.9ｇ 脂質    13.9ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1914kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1940kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2125kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1999kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1954kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2001kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1964kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1949kcal

脂質    50.8ｇ 脂質    52.9ｇ 脂質    55.1ｇ 脂質    47.0ｇ 脂質    37.5ｇ 脂質    56.8ｇ 脂質    42.4ｇ 脂質    43.8ｇ

こんだてひょう

蛋白質  65.4ｇ

食塩    7.0ｇ 食塩    9.8ｇ 食塩    6.4ｇ 食塩    9.1ｇ 食塩    8.1ｇ 食塩    8.3ｇ 食塩    8.2ｇ 食塩    8.1ｇ

食塩    3.0ｇ 食塩    2.4ｇ

もずくの生姜和え 蓮根のサラダ

蛋白質  23.1ｇ 蛋白質  23.3ｇ 蛋白質  28.7ｇ 蛋白質  30.3ｇ 蛋白質  28.7ｇ

豚肉と大根の大和煮

日
計

蛋白質  65.6ｇ 蛋白質  76.6ｇ 蛋白質  80.5ｇ 蛋白質  81.6ｇ 蛋白質  81.4ｇ 蛋白質  68.1ｇ 蛋白質  74.9ｇ

食塩    2.2ｇ 食塩    2.8ｇ 食塩    1.9ｇ 食塩    2.5ｇ 食塩    3.1ｇ 食塩    1.8ｇ

夕

豚肉の香味ソース ハンバーグ チキンのカレーソース 鮭の塩焼き 照焼きチキン 厚揚の肉味噌炒め アジフライ チキンソテートマトソース

蛋白質  26.9ｇ 蛋白質  28.2ｇ 蛋白質  27.9ｇ

ひじきの炒り煮 切干大根の煮物 鶏肉と根菜の煮物 茄子といんげんの炒め物

白菜の昆布和え キャベツの和え物 春菊の和え物 おくらのおかか和え 春雨のサラダ 小松菜の胡麻和え

ぜんまいの煮付け かぶのそぼろ煮 ゴボウのおかか炒め

ご飯 麦ご飯 麦ご飯

みそ汁 具だくさんみそ汁 すまし汁 みそ汁 みそ汁 すまし汁 みそ汁

菜飯 麦ご飯 麦ご飯（米粒麦） 麦ご飯 麦ご飯

みそ汁

蛋白質  29.3ｇ 蛋白質  24.0ｇ

食塩    3.0ｇ 食塩    4.4ｇ 食塩    3.0ｇ 食塩    3.8ｇ 食塩    3.2ｇ 食塩    3.9ｇ 食塩    3.2ｇ 食塩    2.8ｇ

蛋白質  25.5ｇ 蛋白質  26.8ｇ 蛋白質  31.1ｇ 蛋白質  30.4ｇ 蛋白質  30.5ｇ 蛋白質  25.9ｇ

杏仁豆腐 コールスローサラダ

レアチーズケーキ パイン缶 ぶどうゼリー チョココロネ オレンジ フルーツヨーグルト

ミモザサラダ 温野菜サラダ ポテトサラダ 菜の花の辛子和え ほうれん草の和え物

みそ汁

焼売
白身魚の竜田揚げ　ポン
酢ジュレ

アスパラのソテー ミニグラタン ブロッコリーのガーリックソテー 鶏肉の五目煮 竹輪と根菜の煮物 アイス(チョコ) もやしとハムの中華和え ジャーマンポテト

コンソメスープ 鰆のおろしソース 鯵の南蛮漬け 胡瓜の酢の物

食塩    2.0ｇ 食塩    2.9ｇ

昼

ピザトースト 麦ご飯 ♪子供の日♪ 十五穀ごはん 肉うどん 五目炒飯

食塩    1.8ｇ 食塩    2.6ｇ 食塩    1.5ｇ 食塩    2.8ｇ 食塩    1.8ｇ 食塩    2.6ｇ

朝

麦ご飯（米粒麦）

ビーフストロガノフ

たまごサンド・ツナサンド コンソメスープ ちらし寿司 みそ汁 里芋の煮物 中華スープ

ふりかけ 漬物

蛋白質  17.0ｇ 蛋白質  26.5ｇ 蛋白質  20.7ｇ 蛋白質  20.9ｇ 蛋白質  22.2ｇ 蛋白質  15.3ｇ 蛋白質  17.4ｇ 蛋白質  13.5ｇ

漬物 大島牛乳 大島牛乳のカフェオレ 大島牛乳 納豆 漬物

肉団子のオニオンソース ソーセージと野菜の炒め物

いんげんのおかか和え もやしナムル 小松菜のくるみ和え ブロッコリーサラダ 白菜のしらす和え カリフラワーのおかか和え オクラのごま和え わかめの和え物

炒り豆腐 サワラの西京焼き 豚肉と野菜の炒め物 ウィンナーと野菜のソテー 京がんもの煮付け スクランブルエッグ

みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

大島恵の園

5/2(月）～5/9（月）

コンソメスープ 若竹汁 白身魚のタルタルソース

2 3 4 5 6 7 8 9

月 火 水 木 金 土 日 月

ご飯 ご飯

みそ汁



ｴﾈﾙｷﾞｰ  516kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  495kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  702kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  628kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  566kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  589kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  521kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  550kcal

脂質    10.8ｇ 脂質    7.4ｇ 脂質    22.8ｇ 脂質    15.0ｇ 脂質    12.6ｇ 脂質    15.2ｇ 脂質    9.7ｇ 脂質    12.9ｇ

A A A

B B B

ｴﾈﾙｷﾞｰ  754kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  824kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  662kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  733kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  638kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  711kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  749kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  755kcal

脂質    19.1ｇ 脂質    41.8ｇ 脂質    14.6ｇ 脂質    29.0ｇ 脂質    12.8ｇ 脂質    14.9ｇ 脂質    19.2ｇ 脂質    22.0ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  679kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  704kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  736kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  636kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  647kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  655kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  595kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  528kcal

脂質    13.9ｇ 脂質    18.2ｇ 脂質    23.5ｇ 脂質    14.7ｇ 脂質    11.3ｇ 脂質    15.2ｇ 脂質    6.8ｇ 脂質    6.3ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1949kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2023kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2100kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1997kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1851kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1955kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1865kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1833kcal

脂質    43.8ｇ 脂質    67.4ｇ 脂質    60.9ｇ 脂質    58.7ｇ 脂質    36.7ｇ 脂質    45.3ｇ 脂質    35.7ｇ 脂質    41.2ｇ

こんだてひょう

蛋白質  69.3ｇ

食塩    8.1ｇ 食塩    7.7ｇ 食塩    9.0ｇ 食塩    8.8ｇ 食塩    6.7ｇ 食塩    7.6ｇ 食塩    8.0ｇ 食塩    6.9ｇ

食塩    3.1ｇ 食塩    2.5ｇ

大根の酢の物 白菜の浅漬け

蛋白質  27.9ｇ 蛋白質  26.7ｇ 蛋白質  33.2ｇ 蛋白質  27.0ｇ 蛋白質  32.9ｇ

キャベツのソテー

日
計

蛋白質  65.4ｇ 蛋白質  65.0ｇ 蛋白質  87.6ｇ 蛋白質  78.7ｇ 蛋白質  78.2ｇ 蛋白質  72.9ｇ 蛋白質  75.2ｇ

食塩    2.4ｇ 食塩    2.1ｇ 食塩    4.3ｇ 食塩    3.5ｇ 食塩    2.3ｇ 食塩    2.8ｇ

夕

チキンソテートマトソース 豚肉ときのこの生姜炒め 白菜の中華和え 鰆の味噌ソースかけ 鶏肉のカレー風味焼き 鯖の味噌煮 鶏の味噌焼き ほっけの生姜あん

蛋白質  27.2ｇ 蛋白質  30.0ｇ 蛋白質  22.8ｇ

肉じゃが かぼちゃの煮物 ひじきと大豆の煮物 切り昆布の煮物

蓮根のサラダ もやしの和え物 オクラの生姜和え 明日葉のワサビ和え 白菜の和え物

茄子といんげんの炒め物 さつま芋のレモン煮 パイン缶

麦ご飯（米粒麦） ご飯 麦ご飯（米粒麦）

みそ汁 みそ汁 焼き餃子 すまし汁 みそ汁 みそ汁 すまし汁

麦ご飯 ご飯 味噌ラーメン 麦ご飯 ご飯

みそ汁

蛋白質  29.8ｇ 蛋白質  30.1ｇ

食塩    2.8ｇ 食塩    3.6ｇ 食塩    3.0ｇ 食塩    3.7ｇ 食塩    2.2ｇ 食塩    2.8ｇ 食塩    2.9ｇ 食塩    2.2ｇ

蛋白質  24.0ｇ 蛋白質  26.2ｇ 蛋白質  28.8ｇ 蛋白質  29.4ｇ 蛋白質  31.1ｇ 蛋白質  28.8ｇ

小松菜のなめたけ和え もやしの中華和え

フルーツヨーグルト バナナ 白桃缶 オレンジ りんご 黄桃缶 キウイフルーツ

コールスローサラダ 野菜マリネ 小松菜の辛子和え レタスサラダ 花野菜のサラダ キャベツの胡麻ドレ和え

みそ汁 豚肉と野菜のオイスター炒め

白身魚のカレー風味 魚介と野菜の塩炒め

ジャーマンポテト オニオンスープ 竹輪と野菜のソテー ベーコンと野菜のソテー ハムとピーマンのソテー 五目金平 コンニャクとさつま揚の炒り煮 里芋のそぼろ煮

白身魚のタルタルソース ツナサンド 鶏肉の甘酢あんかけ スパイシーポーク 鮭のクリームソース ガーリック醤油チキン

食塩    2.0ｇ 食塩    2.2ｇ

昼

みそ汁 メンチカツサンド 十五穀ごはん コンソメスープ 麦ご飯（米粒麦） 麦ご飯 そら豆ごはん

食塩    2.9ｇ 食塩    2.0ｇ 食塩    1.7ｇ 食塩    1.6ｇ 食塩    2.2ｇ 食塩    2.0ｇ

朝

中華スープ
白身魚の竜田揚げ　ポン
酢ジュレ たまごサンド みそ汁 ボークソテーステーキソース コンソメスープ みそ汁

漬物 大島牛乳

蛋白質  13.5ｇ 蛋白質  12.1ｇ 蛋白質  25.6ｇ 蛋白質  22.3ｇ 蛋白質  14.2ｇ 蛋白質  16.9ｇ 蛋白質  15.4ｇ 蛋白質  16.4ｇ

漬物 味のり 大島牛乳のカフェオレ 大島牛乳 ヨーグルト 大島牛乳

京がんもの含め煮 目玉焼き

わかめの和え物 ほうれん草の磯辺和え ブロッコリーのピーナッツ和え 長芋とろろ 白菜のおかか和え カリフラワーのサラダ いんげんのくるみ和え 小松菜のしらす和え

ソーセージと野菜の炒め物 じゃが芋の炒め物 鯖のみりん焼き 青梗菜の卵とじ オムレツ ベーコンと野菜のソテー

ご飯 ご飯

みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

大島恵の園

5/9(月）～5/16（月）

麦ご飯（米粒麦） レーズンロール・食パン 麦ご飯（米粒麦）

セレクトメニュー セレクトメニュー セレクトメニュー

9 10 11 12 13 14 15 16

月 火 水 木 金 土 日 月



ｴﾈﾙｷﾞｰ  550kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  536kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  620kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  560kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  601kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  625kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  590kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  634kcal

脂質    12.9ｇ 脂質    9.0ｇ 脂質    16.7ｇ 脂質    14.8ｇ 脂質    11.3ｇ 脂質    10.6ｇ 脂質    16.6ｇ 脂質    17.2ｇ

A A

B B

ｴﾈﾙｷﾞｰ  528kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  631kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  706kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  717kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  667kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  598kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  752kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  690kcal

脂質    6.3ｇ 脂質    15.9ｇ 脂質    17.2ｇ 脂質    19.3ｇ 脂質    15.8ｇ 脂質    9.4ｇ 脂質    21.4ｇ 脂質    13.8ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1833kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1883kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2457kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2038kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2008kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2035kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1973kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2003kcal

脂質    41.2ｇ 脂質    48.5ｇ 脂質    79.0ｇ 脂質    52.8ｇ 脂質    49.5ｇ 脂質    50.4ｇ 脂質    46.2ｇ 脂質    56.2ｇ

こんだてひょう

蛋白質  78.3ｇ

食塩    6.9ｇ 食塩    7.9ｇ 食塩    9.5ｇ 食塩    9.1ｇ 食塩    8.3ｇ 食塩    8.8ｇ 食塩    8.6ｇ 食塩    7.7ｇ

食塩    3.1ｇ 食塩    2.5ｇ

もやしの中華サラダ 白桃缶

蛋白質  22.8ｇ 蛋白質  27.6ｇ 蛋白質  30.9ｇ 蛋白質  29.2ｇ 蛋白質  29.5ｇ

かぶの煮物

日
計

蛋白質  69.3ｇ 蛋白質  77.2ｇ 蛋白質  86.2ｇ 蛋白質  63.6ｇ 蛋白質  79.0ｇ 蛋白質  74.2ｇ 蛋白質  74.0ｇ

食塩    2.5ｇ 食塩    3.2ｇ 食塩    2.7ｇ 食塩    2.5ｇ 食塩    3.0ｇ 食塩    2.7ｇ

夕

ほっけの生姜あん すき焼き風煮 鰆のおろしソース 厚揚げと春雨の中華炒め 鶏の唐揚げ 擬製豆腐 青椒肉絲 鰆のマスタード焼き

蛋白質  21.7ｇ 蛋白質  28.3ｇ 蛋白質  26.9ｇ

ひじきの炒り煮 南瓜の含め煮 焼売 じゃが芋と油揚げの煮物

白菜の浅漬け わかめとコーンの和え物 青梗菜の和え物 ほうれん草のナムル 青梗菜の辛子和え おろし和え

切り昆布の煮物 ピーマンとじゃこの炒め物 ぜんまいの炒り煮

わかめご飯 ご飯 麦ご飯

みそ汁 みそ汁 豚汁 豆苗と卵のスープ みそ汁 みそ汁 中華スープ

麦ご飯（米粒麦） 麦ご飯（米粒麦） 麦ご飯 麦ご飯 ご飯

みそ汁

オクラとろろ ひじきと蓮根のサラダ

キウイフルーツ タピオカミルク ジャムパン マンゴー フルーツ寒天

もやしの中華和え いちごフルーチェ タイ風春雨サラダ 白桃ヨーグルト 茄子の生姜和え オレンジ

鶏肉のピザチーズ焼き

鯵の香味ソース 柚子胡椒チキン

里芋のそぼろ煮 レタスサラダ はるまき コールスローサラダ れんこんの金平 大根のサラダ きのこのソテー ホウレン草のソテー

魚介と野菜の塩炒め 白身魚のフライ セロリのスープ フライドポテト ブリの照焼き ツナと野菜のソテー

食塩    1.5ｇ 食塩    2.1ｇ

昼

中華スープ 食パン カレーコロッケパ
十五穀ごはん キーマカレー 麦ご飯（米粒麦）

食塩    2.2ｇ 食塩    1.4ｇ 食塩    2.4ｇ 食塩    2.3ｇ 食塩    2.1ｇ 食塩    2.5ｇ

朝

コンソメスープ

豚肉と野菜のオイス
ター炒め ロールキャベツ ガパオライス コンソメスープ すまし汁 コンソメスープ みそ汁

ふりかけ 大島牛乳のカフェオレ

蛋白質  16.4ｇ 蛋白質  23.8ｇ 蛋白質  15.8ｇ 蛋白質  14.4ｇ 蛋白質  21.1ｇ 蛋白質  25.3ｇ 蛋白質  16.8ｇ 蛋白質  17.7ｇ

大島牛乳 納豆 ふりかけ 味のり 大島牛乳のカフェオレ 大島牛乳のカフェオレ

けんちん煮 オムレツ

小松菜のしらす和え カリフラワーのサラダ ごぼうサラダ 青梗菜のピーナツ和え オクラのおかか和え ほうれん草の胡麻和え いんげんの和え物 白菜のサラダ

目玉焼き 野菜のソテー お魚ハンバーグ スクランブルエッグ 肉団子の柚子おろし 赤魚の西京焼き

日 月

ご飯 ご飯

みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

大島恵の園

5/16(月）～5/23（月）

★世界の料理・
タイ★ ★★★★★★★★★

焼きそばパンレーズンロール
バターロール・レーズン
食パン麦ご飯（米粒麦）

セレクトメニュー セレクトメニュー

16 17 18 19 20 21 22 23

月 火 水 木 金 土



ｴﾈﾙｷﾞｰ  634kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  480kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  561kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  536kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  501kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  524kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  522kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  536kcal

脂質    17.2ｇ 脂質    8.3ｇ 脂質    10.9ｇ 脂質    10.1ｇ 脂質    8.5ｇ 脂質    7.6ｇ 脂質    9.0ｇ 脂質    9.1ｇ

A

B

A A

B B

ｴﾈﾙｷﾞｰ  679kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  643kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  771kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  822kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  804kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  724kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  692kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  854kcal

脂質    25.2ｇ 脂質    16.9ｇ 脂質    23.9ｇ 脂質    35.8ｇ 脂質    24.7ｇ 脂質    16.7ｇ 脂質    14.2ｇ 脂質    38.9ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  690kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  648kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  683kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  745kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  640kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  725kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  684kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  578kcal

脂質    13.8ｇ 脂質    19.3ｇ 脂質    15.9ｇ 脂質    27.8ｇ 脂質    13.6ｇ 脂質    17.0ｇ 脂質    21.7ｇ 脂質    10.5ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  2003kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1771kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2015kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2103kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1945kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1973kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1898kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1968kcal

脂質    56.2ｇ 脂質    44.5ｇ 脂質    50.7ｇ 脂質    73.7ｇ 脂質    46.8ｇ 脂質    41.3ｇ 脂質    44.9ｇ 脂質    58.5ｇ

こんだてひょう

蛋白質  69.0ｇ

食塩    7.7ｇ 食塩    7.1ｇ 食塩    7.2ｇ 食塩    9.2ｇ 食塩    7.7ｇ 食塩    7.6ｇ 食塩    8.8ｇ 食塩    8.4ｇ

食塩    2.8ｇ 食塩    2.6ｇ

アスパラの和え物 白菜の塩昆布和え

蛋白質  26.9ｇ 蛋白質  26.0ｇ 蛋白質  30.4ｇ 蛋白質  27.7ｇ 蛋白質  27.0ｇ

卯の花の炒り煮

日
計

蛋白質  78.3ｇ 蛋白質  59.4ｇ 蛋白質  82.3ｇ 蛋白質  79.3ｇ 蛋白質  74.8ｇ 蛋白質  83.6ｇ 蛋白質  75.4ｇ

食塩    2.5ｇ 食塩    2.0ｇ 食塩    2.4ｇ 食塩    3.3ｇ 食塩    2.9ｇ 食塩    2.9ｇ

夕

鰆のマスタード焼き 豚ロースの味噌焼き チキンソテー香味ソース さばの煮付け 鶏肉の甘辛ソース エビとイカのチリソース炒め 豚肉と牛蒡の煮物 鶏肉のデミグラスソース

蛋白質  28.3ｇ 蛋白質  28.3ｇ 蛋白質  27.8ｇ

冬瓜の蟹くずあん 水餃子 卵と青梗菜の炒め物 ピーマンのソテー

白桃缶 青梗菜のくるみ和え ポテトサラダ いんげんの磯辺和え 白菜の生姜和え ばんさんしん（酢の物）

じゃが芋と油揚げの煮物 厚揚げの含め煮 豆腐と卵のチャンプル―

ご飯 麦ご飯 麦ご飯

みそ汁 すまし汁 コンソメスープ みそ汁 みそ汁 すまし汁 みそ汁

麦ご飯 麦ご飯 麦ご飯 十五穀ごはん 麦ご飯（米粒麦）

みそ汁

蛋白質  30.7ｇ 蛋白質  22.4ｇ

食塩    3.1ｇ 食塩    3.0ｇ 食塩    3.3ｇ 食塩    4.1ｇ 食塩    3.0ｇ 食塩    2.7ｇ 食塩    4.0ｇ 食塩    3.8ｇ

蛋白質  33.7ｇ 蛋白質  19.3ｇ 蛋白質  32.4ｇ 蛋白質  35.4ｇ 蛋白質  34.9ｇ 蛋白質  38.0ｇ

酢の物 温野菜サラダ

フルーツ寒天 白玉ぜんざい 杏仁豆腐 ところ天 フルーツポンチ

ひじきと蓮根のサラダ オレンジ カリフラワーサラダ ワカメの和え物 パイナップル

みそ汁
ﾐｯｸｽﾌﾗｲ（ｶﾆｺﾛｯｹ・鶏の
唐揚）

鰆の香味ソース
ﾐｯｸｽﾌﾗｲ（ﾎﾀﾃｺﾛｯｹ・ﾒﾝﾁ
ｶﾂ）

ホウレン草のソテー シーザーサラダ 五目煮豆 フルーツヨーグルト きのこソテー ほうれん草の白和え 高野豆腐の含め煮 ラタトゥイユ

柚子胡椒チキン オムレツ
白身魚の竜田揚げ
胡麻ソース ほうれん草の梅肉和え マーボー豆腐 こんにゃくのおかか煮

食塩    2.0ｇ 食塩    2.0ｇ

昼

コンソメスープ チキンライス
レーズンロール・食
パン 月見わかめそば 麦ご飯 親子丼 麦ご飯（米粒麦）

食塩    2.1ｇ 食塩    2.1ｇ 食塩    1.5ｇ 食塩    1.8ｇ 食塩    1.8ｇ 食塩    2.0ｇ

朝

コンソメスープ

鶏肉のピザチーズ焼
き ミルクスープ みそ汁 鶏天と野菜天ぷら かき玉汁 けんちん汁

ふりかけ ふりかけ

蛋白質  17.7ｇ 蛋白質  14.1ｇ 蛋白質  19.5ｇ 蛋白質  16.2ｇ 蛋白質  12.9ｇ 蛋白質  17.3ｇ 蛋白質  16.4ｇ 蛋白質  18.8ｇ

大島牛乳のカフェオレ 漬物 納豆 大島牛乳 のり佃 納豆

炒り豆腐 肉団子（甘酢）

白菜のサラダ オクラの湯葉和え 人参のおかか和え キャベツの和え物 ブロッコリーの胡麻和え もやしのだし醤油和え 青菜のなめたけ和え カリフラワーのサラダ

オムレツ がんもと野菜の炒め物 ベーコンビーンズ さつま揚げと白菜の煮浸し あんかけ五目玉子 ソーセージと野菜のソテー

ご飯 ご飯

みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

大島恵の園

5/23(月）～5/30（月）

バターロール・レー
ズン食パン きつねそば バターロール・食パン

セレクトメニュー セレクトメニュー セレクトメニュー

23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月



ｴﾈﾙｷﾞｰ  536kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  563kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  587kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  670kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  576kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  479kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  614kcal

脂質    9.1ｇ 脂質    10.8ｇ 脂質    15.7ｇ 脂質    22.0ｇ 脂質    9.6ｇ 脂質    7.0ｇ 脂質    16.6ｇ

A A

B B

ｴﾈﾙｷﾞｰ  843kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  726kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  706kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  904kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  819kcal

脂質    38.9ｇ 脂質    26.6ｇ 脂質    21.0ｇ 脂質    10.3ｇ 脂質    16.5ｇ 脂質    35.3ｇ 脂質    25.0ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  578kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  647kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  668kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  541kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  725kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  576kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  727kcal

脂質    10.5ｇ 脂質    12.9ｇ 脂質    16.8ｇ 脂質    4.8ｇ 脂質    19.4ｇ 脂質    11.0ｇ 脂質    23.9ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1968kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2053kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1981kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1831kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2007kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1959kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  2160kcal

脂質    58.5ｇ 脂質    50.3ｇ 脂質    53.5ｇ 脂質    37.1ｇ 脂質    45.5ｇ 脂質    53.3ｇ 脂質    65.5ｇ

こんだてひょう

食塩    8.4ｇ 食塩    7.5ｇ 食塩    8.4ｇ 食塩    6.8ｇ 食塩    8.8ｇ 食塩    9.3ｇ 食塩    8.7ｇ

食塩    2.4ｇ

大根の浅漬け

蛋白質  27.8ｇ 蛋白質  30.1ｇ 蛋白質  27.6ｇ 蛋白質  24.5ｇ 蛋白質  32.7ｇ

金平ごぼう

日
計

蛋白質  69.0ｇ 蛋白質  87.3ｇ 蛋白質  61.7ｇ 蛋白質  75.9ｇ 蛋白質  82.8ｇ 蛋白質  73.1ｇ 蛋白質  84.0ｇ

食塩    2.6ｇ 食塩    2.3ｇ 食塩    2.4ｇ 食塩    2.3ｇ 食塩    3.1ｇ 食塩    2.2ｇ

夕

鶏肉のデミグラスソース 豚肉のオイスター炒め 千草焼き
白身魚のみぞれきのこあ
んかけ 鶏肉のピカタ ほっけの生姜焼き すき焼き風煮

蛋白質  27.6ｇ 蛋白質  34.7ｇ

ジャーマンポテト がんもの煮物 野菜炒め

白菜の塩昆布和え ほうれん草のナムル もやしの和え物 青梗菜の海苔和え 胡瓜とワカメのサラダ キャベツのドレッシング和え

ピーマンのソテー 餃子 南瓜の含め煮

麦ご飯（米粒麦） 麦ご飯

みそ汁 中華スープ みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁

麦ご飯 麦ご飯 ご飯 ご飯 麦ご飯（米粒麦）

蛋白質  30.6ｇ

食塩    3.8ｇ 食塩    3.2ｇ 食塩    3.5ｇ 食塩    2.8ｇ 食塩    2.7ｇ 食塩    4.7ｇ 食塩    3.6ｇ

蛋白質  36.3ｇ 蛋白質  21.7ｇ 蛋白質  30.2ｇ 蛋白質  33.9ｇ

ほうれん草と笹身の胡麻和

温野菜サラダ ライチゼリー レタスサラダ オレンジ キウイフルーツ

ラタトゥイユ 大島牛乳プリン 海藻サラダ 茄子の味噌炒め ブロコッリーの和え物 コーヒーゼリー

みそ汁

鯖の竜田揚げ　おろ
しソース

ﾐｯｸｽﾌﾗｲ（ﾎﾀﾃｺﾛｯｹ・ﾒﾝﾁｶ
ﾂ） 菜の花の胡麻和え

ハンバーグ 和風ス
テーキソース 豚キムチ 切干大根の煮物 マセドアンサラダ 蓮根の甘辛炒め

ﾐｯｸｽﾌﾗｲ（ｶﾆｺﾛｯｹ・鶏の
唐揚） 大豆の五目煮 ミネストローネ 鶏肉の照焼き さわらの焼き浸し からあげ

食塩    2.7ｇ

昼

バターロール・食パン アジのかば焼き丼 ★お誕生日メニュー★ 十五穀ごはん 麦ご飯 和風たらこスパゲティ わかめご飯

食塩    2.0ｇ 食塩    2.0ｇ 食塩    2.5ｇ 食塩    1.7ｇ 食塩    3.0ｇ 食塩    2.4ｇ

朝

コンソメスープ みそ汁 揚げパン すまし汁 みそ汁 コンソメスープ

大島牛乳

蛋白質  18.8ｇ 蛋白質  20.9ｇ 蛋白質  12.4ｇ 蛋白質  24.2ｇ 蛋白質  19.9ｇ 蛋白質  11.6ｇ 蛋白質  18.7ｇ

ふりかけ 納豆 ふりかけ 大島牛乳 のり佃 漬物

卵と野菜のソテー

カリフラワーのサラダ 小松菜の和え物 ポテトサラダ キャベツのおかか和え いんげんのくるみ和え もやしの和え物 モロヘイヤのお浸し

肉団子（甘酢） 肉詰めいなりの煮物 ウィンナーと野菜のソテー 鯖の味醂焼き 厚揚げのひじき煮 五目たまご

ご飯

みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁 みそ汁

ご飯 ご飯 麦ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

大島恵の園

5/30(月）～6/6（月）

フルーツポンチ バナナ

セレクトメニュー セレクトメニュー セレクトメニュー

30 31 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日

月 火 水 木 金 土 日 月


