
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2023年5月1日～12日（中根／西荻／西荻第２） May 01- 12, '23

　 ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾀﾝﾊﾟｸ ﾋﾞﾀﾐﾝ･ﾐﾈﾗﾙ・その他 カロリー おやつ

1 和風ロールキャベツ Spring cabbage roll 米 豚ひき肉、鶏ひき肉 玉ねぎ、切干大根、しいたけ、昆布 カボチャとバナナのボールケーキ

月 野菜のピクルス Pickled veggies パン粉、油 大根、人参、きゅうり 475 kcal Pumpkin& banana ball cake

mon

2 ラザニア "Lasagna" ラザニア、小麦粉 合挽肉、チーズ 玉ねぎ、エリンギ、トマトピューレ、固形スープ 昆布入りおにぎり

火 カボチャと人参のサラダ Pumpkin & carrot salad バター、油 ホワイトソース 人参、カボチャ 490 kcal Rice ball with simmered kobu

tue 胚芽ロール Rolled germ bread 胚芽ロール 牛乳

3

～

5

8 ビビンバごはん Beef & veggies Korean rice bowl 米 合挽き肉 ほうれん草、たけのこ、もやし、切干大根 みんなでつくるクッキー

月 ワカメとカブのスープ Seaweed ＆turnip　soup ゴマ油 人参、ワカメ、カブ、中華だし 464kcal Kids-made cookies

mon サツマイモのヨーグルトサラダ Yogurt salad with ヨーグルト サツマイモ、人参

9 イワシの塩焼き Grilled sardine 米 いわし カブ、カブの葉、玉ねぎ タルトタタン

火 大豆とコブの煮もの Simmered　soybean and seaweed 大豆 干しシイタケ、たけのこ、昆布 468kcal Tart tatin

tue 根菜汁 Root veggies miso soup ゴマ油 擦りゴマ ごぼう、人参、大根、かつおだし

10 野菜タンメン Soup noodle with  veggies 中華麺 豚挽肉 キャベツ、もやし、人参、キクラゲ、鶏がらスープ 大学芋

水 手づくりしゅうまい Pork & scallop shumai (steamed dumpling) しゅうまい皮 ホタテ缶 しいたけ、ネギ 469kcal Fried sweet potatoes

wed ラパツァイ（白菜の中華風甘酢サラダ） Rapatsuai (Sweet& sour Chinese cabbage salad) ゴマ油 中華だし、白菜

11 炒り大豆ごはん Steamed rice with roasted soy beans 米 炒り大豆 昆布 バナナ・パンケーキ

木 肉巻き野菜　　 Pork& veggies roll-up 片栗粉 豚肉 アスパラガス、玉ねぎ、エリンギ 463kcal Banana pancake

thu わかめ、豆腐、もやしの味噌汁 Miso soup with tofu & seaweed 油 豆腐 ワカメ、ネギ、もやし、味噌、煮干し

12 きつねうどん Soup noodle with fried tofu うどん 油揚げ 昆布、かつおだし、しいたけ あんぱん

金 スペイン風オムレツ Spanish omelet オリーブ油 卵、牛乳 じゃがいも、玉ねぎ、パプリカ 476kcal Bread ball filled with red bean paste

fri 人参と芽キャベツのグラッセ Brussels sprouts grasset with carrot バター 人参、芽キャベツ、固形スープ

※基本調味料は、塩・醤油・砂糖・酢です。前記以外の使用はその他の欄に記入します。
※レシピ・試食はお申し出ください。

　 　

メニュー

ゴールデンウイーク National Holidays



　

May 15- 26, '23

　 ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾀﾝﾊﾟｸ ﾋﾞﾀﾐﾝ･ﾐﾈﾗﾙ・その他 カロリー おやつ

15 ホットドッグ、ハッシュポテト添え Hot dog with hushed brown potato パン 無添加ソーセージ 玉ねぎ、じゃがいも、ケチャップ きな粉ごはん餅

月 キャロットスープ Carrot soup 油 牛乳、生クリーム 人参、固形スープ 489 kcal Rice ball rice with

mon 大根ときゅうりのピクルス Pickled veggies きゅうり、大根 soy bean powder

16 はっぱごはん Rice with green leaves 米 炒りゴマ 大根葉（かぶの葉orセロリの葉） お麩のラスク

火 カジキの香味焼き、茹でキャベツ添え Grilled tuna with sweet/sour cabbage 片栗粉 カジキ、油揚げ にんにく、ごぼう、キャベツ、プルーン 476 kcal Wheat bran rusks

tue カブと油揚げのみそ汁 Turnip& fried tofu miso soup 油 炒りゴマ カブ、味噌、煮干し、油揚げ

17 野菜と鶏レバーのトマトスープパスタ Tomato& chicken liver pasta パスタ 鶏レバー、ベーコン 玉ねぎ、ニンニク、ブロッコリー、トマト ココア豆腐プリンとクラッカー

水 旬野菜とリンゴのサラダ Veggy salad with apples 油 トマトピューレ、しめじ、じゃがいも 485 kcal Tofu cocoa pudding& crackers

wed コーンスターチ きゅうり、キャベツ、セロリ、リンゴ

18 とりそぼろごはん（2色ごはん） Oyako (minced chicken& scrambled egg) rice bowl 米 鶏挽き肉 玉ねぎ、ピーマン、かつおだし さつまいもモンブラン

木 長芋ときゅうりの酢の物 Pickled veggies 油、ゴマ油 卵 長芋、きゅうり 478 kcal MonBlanc cake

thu けんちん汁 Kenchinjiru (Japanese veggies miso chowder) 豆腐 大根、人参、ごぼう  (Sweet potato cake)

19 夏ミカンとゴマせんべい

金 191 kcal Summer orange&

fri Sesame Osembei (rice crackers)

22 トマトと人参のリゾット Tomato ＆ carrot risotto 米、オリーブ油 粉チーズ トマト、人参、玉ねぎ パンプキンパイ

月 ズッキーニと豚ヒレ肉の重ね焼き Stuffed minced meat with zucchini 油、バター 豚ヒレ肉 ズッキーニ 476 kcal Pumpkin pies

mon きゅうりと新玉ねぎのマリネ Marinated cucumber & spring onion　 パン粉 きゅうり、新玉ねぎ

23 ゴマだれ鯛そうめん Sea bream with somen noodle そうめん 鯛、練りゴマ 人参、しいたけ、かつおだし、昆布 みんなでつくる雑穀おにぎり

火 五目ぎせい豆腐 Tamagoyaki with veggies 片栗粉 豆腐 ごぼう、ひじき、枝豆、切干大根 479 kcal Kids-made fiber rice ball

tue きゅうりの浅漬け Light salted cucumber 油 卵 鯛あら、きゅうり

24 ロコモコライス LocoMoco rice 米 合いびき肉 玉ねぎ、いんげん、ケチャップ きなこ蒸しパン

水 もやしと野菜のサラダ Sprout salad 油、オリーブ油 トマト、もやし、きゅうり、レタス 489 kcal Steamed bread with

wed パン粉（おから） soy bean powder

25 ツナ･ポテトのトーストサンドイッチ Grilled tuna & potato sandwich 胚芽パン ツナ缶 じゃがいも、きゅうり、レタス スコーン　（ジャム添え）

木 オニオングラタンスープ Onion gratin soup バター ナチュラルチーズ 玉ねぎ、固形スープ 466 kcal Scone with jam

thu カリフラワー＆プチトマトのピクルス Pickled cauliflower& petit tomato 油 マヨネーズ（ハーフ） カリフラワー、プチトマト  

26 チキンテッカ（野菜添え） BBQ chicken& veggies 米 鶏ムネ肉 エリンギ、ピーマン、にんにく、玉ねぎ すいとんあずき

金 トマトとキャベツの甘酢サラダ Tomato& cabbage sweet vinegar salad 油 じゃがいも、人参、カレー粉、ケチャップ 452 kcal Dumpling& sweet bean paste

fri トマト、キャベツ

※   基本調味料は、塩・醤油・砂糖・酢です。前記以外の使用はその他の欄に記入しています。

※　レシピ・試食はお申し出ください。

2023年5月15日～26日

メニュー

春のピクニック
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