
令和３年

日付 完了期 後期 中期 初期

1木

軟飯  カレイの味噌煮  さつまいも
のサラダ  五目汁  （青のりポテ
ト）

５倍粥  カレイの味噌煮  さつまい
ものサラダ  豆腐のすまし汁  （青
のりポテト）

7倍粥  カレイの味噌煮  さつまい
も煮  豆腐のすまし汁  （青のりポ
テト）

１０倍粥  さつま芋ペースト  豆腐
ペースト

2金
マーボー豆腐丼  バナナ  春雨
スープ  （うどんきなこ）

マーボー豆腐丼  バナナ  麩スー
プ  （うどんきなこ）

マーボー豆腐丼  茶巾かぼちゃ
麩スープ  （うどんきなこ）

１０倍粥  かぼちゃペースト  豆腐
ペースト

3土
ミートスパゲティー  牛乳 煮込みうどん  かぼちゃ煮 煮込みうどん  かぼちゃ煮 うどんペースト  人参ペースト  か

ぼちゃペースト

5月
食パン  クリームシチュー（鶏肉）
ブロッコリーサラダ  （しらすおじ
や）

食パン  ポトフ（鶏肉）  ブロッコ
リーサラダ  （しらすおじや）

パンかゆ  ポトフ（鶏肉）  ブロッコ
リーサラダ  （しらすおじや）

パンかゆ  かぼちゃペースト  ブ
ロッコリーペースト

6火

軟飯  豚肉と大根の煮物  小松菜和え  豆腐
みそ汁（わかめ）  （青菜とバナナケーキ）

5倍粥  豚肉と大根の煮物  小松菜和え  豆腐
みそ汁（わかめ）  （青菜とバナナケーキ）

7倍粥  鶏と大根の煮物  小松菜和え  豆腐み
そ汁（わかめ）  （パンかゆ）

10倍粥  小松菜ペースト  人参
ペースト

7水

軟飯  豆腐ハンバーグ  キャベツ
和え  みそ汁（麩）  （かぼちゃトー
スト）

５倍粥  豆腐ハンバーグ  キャベ
ツ和え  みそ汁（麩）  （かぼちゃ
トースト）

7倍粥  鶏団子  キャベツ和え  み
そ汁（麩）  （かぼちゃパンかゆ）

１０倍粥  豆腐ペースト  キャベツ
ペースト

8木

豚丼  ヨーグルト  みそ汁（切干・
かぼちゃ）  （さつまいも煮、りん
ご）

豚丼  ヨーグルト  みそ汁（かぼ
ちゃ）  （さつまいもリンゴ煮）

７倍粥  ささみの煮つけ  ヨーグル
ト  みそ汁（かぼちゃ）  （さつまい
もリンゴ煮）

１０倍粥  かぼちゃペースト  人参
ペースト

9金
マーボー丼  ほうれん草和え  わ
かめスープ  （ポテトフライ）

マーボー丼  ほうれん草和え  わ
かめスープ  （塩ゆでポテト）

マーボー丼  ほうれん草和え  わ
かめスープ  （ポテト煮）

１０倍粥  豆腐ペースト  ほうれん
草ペースト

10土
スパゲティーナポリタン  牛乳 煮込みうどん  かぼちゃ煮 煮込みうどん  かぼちゃ煮 うどんペースト  かぼちゃペースト

人参ペースト

12月

軟飯  肉じゃが  ほうれん草和え
みそ汁（かぶ・あげ）  （ホットケー
キ）

５倍かゆ  肉じゃが  ほうれん草和
え  みそ汁（かぶ）  （ホットケー
キ）

7倍かゆ  肉じゃが（鶏ひき）  ほう
れん草和え  みそ汁（かぶ）  （パ
ンかゆ）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  ほう
れん草ペースト

13火
軟飯  カレイの竜田揚げ  ブロッコ
リー  豚汁  （バナナ、ウエハース）

５倍粥  カレイ煮  ブロッコリー  豚
汁  （バナナ、ウエハース）

7倍粥  カレイ煮  ブロッコリー  味
噌汁（豆腐）  （かぼちゃ煮）

１０倍粥　ブロッコリーペースト　豆
腐ペースト

14水

軟飯  豚肉の味噌いため煮  切干し大根のサ
ラダ  すまし汁（しめじ）  （やきうどん）

5倍粥  豚肉の味噌いため煮  切干し大根の
サラダ  すまし汁（しめじ）  （煮込みうどん）

7倍粥  豆腐の味噌煮  人参煮  すまし汁（し
めじ）  （煮込みうどん）

１０倍粥  豆腐ペースト  人参ペー
スト

15木
軟飯  ポトフ  キャベツサラダ
ヨーグルト  （味噌おじや）

5倍粥  ポトフ  キャベツ和え  ヨー
グルト  （味噌おじや）

7倍粥  ポトフ  キャベツ和え  ヨー
グルト  （味噌おじや）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  人参
ペースト

16金

軟飯  大豆の磯煮  小松菜のナム
ル  みそ汁（大根）  （チーズトース
ト）

5倍粥  じゃが芋の煮もの  小松菜
のナムル  みそ汁（大根）  （チー
ズトースト）

7倍粥  じゃが芋の煮もの  小松菜
の煮びたし  みそ汁（大根）  （チー
ズパンかゆ）

１０倍粥  小松菜ペースト  じゃが
芋ペースト

17土
やきそば  牛乳 煮込みうどん  かぼちゃ煮 煮込みうどん  かぼちゃ煮 うどんペースト  キャベツペースト

かぼちゃペースト

19月
煮込みうどん  バンバンジーサラ
ダ風  りんご  （蒸し芋）

煮込みうどん  バンバンジーサラ
ダ風  煮りんご  （蒸し芋）

煮込みうどん  かぼちゃのそぼろ
あん  煮りんご  （蒸し芋）

うどんペースト  かぼちゃペースト
人参ペースト

20火

軟飯  豆腐ハンバーグ  人参ス
ティック  スープ（麩）  （きなこトー
スト）

５倍粥  豆腐ハンバーグ  人参ス
ティック  スープ（麩）  （きなこトー
スト）

7倍粥  鶏団子  人参煮  スープ
（麩）  （きなこパンかゆ）

１０倍粥  豆腐ペースト  人参ペー
スト

21水

軟飯  じゃが芋のそぼろ煮  きゅう
りの中華風漬物  みそ汁（大根）
（さつまいもりんご煮）

5倍粥  じゃが芋のそぼろ煮  塩も
みきゅうり  みそ汁（大根）  （さつ
まいもりんご煮）

7倍粥  じゃが芋のそぼろ煮  おろ
しきゅうり  みそ汁（大根）  （さつ
ま芋りんご煮）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  人参
ペースト

22木
軟飯  鶏の唐揚げ  ブロッコリー
麩のすまし汁  （ホットケーキ）

5倍粥  鶏肉団子  ブロッコリー
麩のすまし汁  （ホットケーキ）

7倍粥  鶏肉団子  ブロッコリー
麩のすまし汁  （かぼちゃ煮）

10倍粥  豆腐ペースト  ブロッコ
リーペースト

23金
軟飯  回鍋肉風  トマト  麩のスー
プ  （うどんきなこ）

５倍粥  回鍋肉風  トマト  麩の
スープ  （うどんきなこ）

7倍粥  豆腐と野菜煮  トマト  麩
のスープ  （うどんきなこ）

１０倍粥  豆腐ペースト  キャベツ
ペースト

24土
ちゃんぽん風うどん  牛乳 煮込みうどん  かぼちゃ煮 煮込みうどん  かぼちゃ煮 うどんペースト  人参ペースト

キャベツペースト

26月

ミートスパゲティー  しょうゆフレン
チサラダ  豆腐スープ（ねぎ）  （パ
ンせんべい）

煮込みうどん  キャベツ和え  か
ぼちゃ煮  （パンせんべい）

煮込みうどん  キャベツ和え  か
ぼちゃ煮  （チーズパンかゆ）

うどんペースト  キャベツペースト
かぼちゃペースト

27火

軟飯  炒り豆腐  キャベツの磯和え  みそ汁
（さつま芋・わかめ）  （かぼちゃゼリー）

5倍粥  炒り豆腐  キャベツの磯和え  みそ汁
（さつま芋・わかめ）  （かぼちゃゼリー）

7倍粥  炒り豆腐  キャベツの磯和え  みそ汁
（さつま芋・わかめ）  （かぼちゃ煮）

１０倍粥  さつま芋ペースト  豆腐
ペースト

28水

軟飯  カレイの塩焼き  マカロニサ
ラダ  みそ汁（かぶ・しめじ）
（チーズサンド）

５倍粥  カレイの塩焼き  人参煮
みそ汁（かぶ・しめじ）  （チーズサ
ンド）

7倍粥  カレイの塩焼き  人参煮
みそ汁（かぶ・しめじ）  （かぼちゃ
パンかゆ）

１０倍粥  人参ペースト  かぶペー
スト

30金

軟飯  厚揚げのケチャップ炒め煮
スープ（大根）  バナナ  （煮込みう
どん）

５倍粥  豆腐と野菜煮  スープ（大
根）  バナナ  （煮込みうどん）

7倍粥  豆腐と野菜煮  スープ（大
根）  かぼちゃ煮  （煮込みうどん）

１０倍粥  豆腐ペースト  かぼちゃ
ペースト
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