
スイートポテト パンナコッタ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:459kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:518kcal

バウムクーヘン ﾒｰﾌﾟﾙｸﾘｰﾑﾊﾟﾝｹｰｷ どらやき オレンジゼリー 抹茶ババロア

炊き込み御飯

カリフラワーとツナのサラダ

A

朝
食

パン ピーチムース
牛乳 コンソメスープ 牛乳 牛乳

海老ボールのスープ煮 ツナとキャベツのソテー ロールキャベツトマト煮込み 白身魚のクリーム煮 目玉焼き

ポタージュ

チンゲン菜のドレッシング和え 大根サラダ キャベツサラダ マカロニサラダ

牛乳

パン パン パン パン パン
コンソメスープコンソメスープ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:478kcal

ソーセージとじゃが芋の炒め物 ピザトースト
ほうれん草の和え物 白菜サラダ

フルーツ 牛乳 牛乳

食塩相:8.8g   脂質  :35.5g   

フルーツ フルーツ

B

黒はんぺんフライ
鯖の焼肉タレ焼き

脂質  :62.0g   食塩相:10.6g   脂質  :52.2g   食塩相:8.2g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :52.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1741kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.0g   ﾀﾝﾊﾟｸ :58.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1572kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1677kcal

脂質  :42.3g   食塩相:9.5g   食塩相:8.5g   脂質  :39.5g   脂質  :45.9g   食塩相:8.4g   食塩相:8.3g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:566kcal
日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:1488kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1494kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :60.6g   

味噌汁
ｴﾈﾙｷﾞｰ:558kcal

B
小松菜の白和え

豚肉のにんにく醤油

計 脂質  :42.1g   

フルーツごはん ごはん ごはん

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1461kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:1663kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.8g   

フルーツ

味噌汁

夕
食

A

れんこんの塩麹炒め
チンジャオロース

ｴﾈﾙｷﾞｰ:498kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:505kcal

ごはん
いんげんの辛子和え

アスパラとしめじのソテー

ごはん
コンソメスープ 炊き込み御飯 味噌汁 すまし汁 中華スープ ごはん

キャベツのドレッシング和え 胡瓜とかに風味の和え物 ほうれん草のお浸し 中華和え 三色和え物
ひじきの煮物 なす田楽 春雨のさっと煮 アスパラベーコンソテー

鯵の南蛮焼き 鶏肉のレモンペッパーｿｰｽ 肉団子の甘酢あんかけ 白身魚のﾑﾆｴﾙおろしポン酢かけ 豚肉ときのこの和風ソテー

味噌汁
ｴﾈﾙｷﾞｰ:439kcal

コンソメスープ

タンドリーチキン

ごはん味噌汁 すまし汁 中華スープ
フルーツ ごはん ごはん ごはん

すまし汁

中華和え 三色和え物 いんげんの辛子和え
ごはん

味噌汁

花真丈の煮物

すまし汁

赤魚のもろみ味噌焼
花真丈の煮物

食塩相:8.1g   

ﾀﾝﾊﾟｸ :61.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1845kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:445kcal

メバルのネギ味噌焼
アスパラとしめじのソテー れんこんの塩麹炒め ひじきの煮物 なす田楽 春雨のさっと煮 アスパラベーコンソテー

お
や
つ ｴﾈﾙｷﾞｰ:174kcal

筑前煮

フルーツ

からすかれいのパン粉焼

キャベツのドレッシング和え 小松菜の白和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ:142kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:59kcal

 
昼
食

ごはん

コンソメスープ

餃子 ピーマンともやしのそぼろ炒め

ごはん
味噌汁 味噌汁

南瓜の含め煮

ごはん 味噌汁

味噌汁

ｴﾈﾙｷﾞｰ:557kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:512kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:547kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:112kcal

小松菜とさつま揚げの塩炒め

白菜の梅和え ザーサイ和え れんこんサラダ

ごはん ごはん すまし汁
コンソメスープ

ピーチゼリー スパゲティサラダ
ごはん
味噌汁

れんこんサラダ

鰆のバター焼

味噌汁 牛乳
牛乳 牛乳 牛乳牛乳

ｴﾈﾙｷﾞｰ:531kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:567kcal

菜の花の白和え
ザーサイ和え

南瓜の含め煮

牛乳

茶碗蒸し
餃子

牛乳

ピーマンともやしのそぼろ炒め 黒はんぺんフライ 白菜の塩昆布和え
鶏肉のタルタル焼き 【節分】

A トマトサラダ

豚肉の甘辛味噌薬味丼麻婆茄子 豚肉の竜田揚げ

ごはん ごはん
味噌汁 牛乳

ごはん
イチゴのムース

ごはん
味噌汁

五目ちらし寿司

中華スープ

ほうれん草の和え物 白菜サラダ 竹輪の煮物 納豆 キャベツサラダ

味噌汁 味噌汁味噌汁
ごはん ごはん

五目炒り卵 梅と蒸し鶏の雑炊 豚肉と野菜のソテー 鮭の西京焼 厚揚げときのこの炒め物

2月6日(木) 2月7日(金)

ｴﾈﾙｷﾞｰ:575kcal

2月8日(土)2月2日(日) 2月3日(月) 2月4日(火) 2月5日(水)
週間献立表

日

ｴﾈﾙｷﾞｰ:102kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:121kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:529kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:422kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:539kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:94kcal

計

ｴﾈﾙｷﾞｰ:471kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:472kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:539kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:505kcal

B チンゲン菜のドレッシング和え

肉団子の和風あん

白菜の梅和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ:669kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:487kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:527kcal

胡瓜とかに風味の和え物 ほうれん草のお浸し

えびと高野豆腐の卵とじ 鯖の塩焼き

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1654kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:1692kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :66.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1617kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:555kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:555kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:564kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:492kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:580kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:554kcal

脂質  :47.0g   食塩相:10.9g   脂質  :46.6g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1797kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1624kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :69.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1675kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :69.1g   ﾀﾝﾊﾟｸ :63.6g   ﾀﾝﾊﾟｸ :80.0g   

脂質  :61.5g   食塩相:9.3g   脂質  :38.8g   食塩相:8.8g   脂質  :38.8g   食塩相:10.7g   脂質  :47.4g   食塩相:9.9g   脂質  :60.8g   食塩相:9.2g   

A

B

都合により献立を変更する場合があります。ご了承ください。

ｴﾈﾙｷﾞｰ:390kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:371kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:375kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:570kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:458kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:421kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:628kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:517kcal

小松菜とさつま揚げの塩炒め

豆乳リゾット

ごはん カリフラワーとツナのサラダ

鶏肉の和風ピカタ

マカロニサラダ 大豆と鶏肉の煮物

ｴﾈﾙｷﾞｰ:477kcal

カレイの煮付け

トマトサラダ

けんちん汁
塩ラーメン 穴玉丼 スパゲッティミートソース

スパゲティサラダ

SPECIAL



ｴﾈﾙｷﾞｰ:494kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:452kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:486kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:491kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:529kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:448kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:464kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:50kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:91kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:89kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:522kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:457kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:503kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:502kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:524kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:630kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:524kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:557kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:566kcal

りんごゼリー今川焼いちごクレープ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:615kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:534kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:631kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:558kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:500kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:516kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:458kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:502kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:570kcal

ごはん ごはん

B

B

さつま芋の甘煮
鶏肉の南部焼

ｴﾈﾙｷﾞｰ:480kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:77kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:175kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:96kcal

食塩相:10.6g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :52.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1709kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :58.6g   

人形焼き チョコババロア（いちご付）フルーツパウンドケーキ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:83kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ :59.8g   
食塩相:8.2g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1584kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :66.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1782kcal
脂質  :42.0g   食塩相:8.4g   食塩相:9.2g   脂質  :46.6g   食塩相:9.9g   脂質  :45.3g   脂質  :59.9g   A 食塩相:9.9g   脂質  :62.4g   食塩相:8.8g   脂質  :42.2g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1624kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :71.3g   

すまし汁

夕
食

A

竹輪の磯辺揚げ

日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:1726kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :60.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1658kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :70.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1666kcal

ほうれん草ののり浸し 千切野菜のポン酢和え

計 脂質  :59.1g   

フルーツごはん ごはん
すまし汁 味噌汁 ごはん

ｴﾈﾙｷﾞｰ:460kcal

ごはん フルーツ ごはん
コンソメスープ

なます ぬた和え 漬物 インゲンのピーナツ和え 白いんげん豆のサラダ
ごはん

すまし汁 ごはん 味噌汁

鶏肉のねぎ味噌焼
ビーフン炒め ごぼうの味噌炒め いかと花野菜の炒め物

ほっけの山椒焼き 鶏つくねの寄鍋 赤魚のホイル焼 肉じゃが
ブロッコリーとえびの炒め物白菜のさっと煮

すまし汁 ごはん 味噌汁 すまし汁 味噌汁
すまし汁
ごはん

ごはん ごはん ごはん

味噌汁
コンソメスープ

ほうれん草ののり浸し 千切野菜のポン酢和え 白いんげん豆のサラダ
ごはん

ｴﾈﾙｷﾞｰ:493kcal

食塩相:7.7g   

めばるの味噌幽庵焼

かれいのチーズ風味ピカタ

白菜のさっと煮 竹輪の磯辺揚げ ビーフン炒め ごぼうの味噌炒め いかと花野菜の炒め物 さつま芋の甘煮 ブロッコリーとえびの炒め物

お
や
つ

鮭の七味焼き

フルーツ

豚肉の味噌漬け焼き

なます ぬた和え 漬物

豚肉と卵の炒めもの

ごはん フルーツ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:455kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:502kcal

 
昼
食

ごはん
具沢山味噌汁 味噌汁

ごはん グリーンポタージュ

南瓜の煮物 アスパラとしめじのソテー れんこん金平 じゃが芋の炒め煮
切干大根の酢の物もやしと胡瓜のしそ和え 菜の花のお浸し オレンジゼリー コールスロー 春雨の和え物

ピーマンの塩炒め 切干大根の煮物

味噌汁 具沢山味噌汁 グリーンポタージュ

銀鮭の塩焼きなすとベーコンのトマトパスタ あごだしうどん

味噌汁
ｴﾈﾙｷﾞｰ:607kcal

味噌汁 味噌汁

ｴﾈﾙｷﾞｰ:497kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:717kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:548kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:593kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:492kcal

和風たらこスパゲティ さんまの蒲焼丼 豚肉の生姜焼き

フルーツヨーグルト
味噌汁

野菜のマリネ 切干大根の酢の物
ごはん

コンソメスープ 味噌汁

コールスロー 春雨の和え物

【バレンタインデー】白身魚の根菜あんかけ 鯖のムニエルカレー風味 牛肉とごぼうの煮込み

A

味噌汁 牛乳

アスパラと海老の炒め物

もやしと胡瓜のしそ和え 菜の花のお浸し オレンジゼリー
ピーマンの塩炒め

白身魚フライ

A

牛乳

切干大根の煮物 南瓜の煮物 アスパラとしめじのソテー れんこん金平 バレンタインオムライス
鶏肉のにんにく醤油

味噌汁 牛乳
牛乳 牛乳

ごはん ごはん ごはん

牛乳 牛乳
味噌汁 味噌汁味噌汁

B

納豆 ツナと野菜の炒め物
ごはん ごはん パンプキンサラダ ごはん ごはん 豆サラダ

ポテトサラダ かにかまとキャベツのサラダ 三色信田の煮物 コーンサラダ しろ菜としらすのサラダ
ごはん

牛乳

ソーセージと卵の炒め物 豚肉のみぞれ雑炊

ｴﾈﾙｷﾞｰ:577kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:589kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:555kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:429kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:639kcal

マンゴープリン

牛乳 牛乳

パン パン
オニオンスープ

牛乳 牛乳
コンソメスープ コーンポタージュ 牛乳 コンソメスープ 牛乳 じゃが芋のポタージュ

パン パン パン パン
ポテトサラダ かにかまとキャベツのサラダ パンプキンサラダ コーンサラダ

ツナ入りスクランブルエッグ

朝
食

2月13日(木)
海老と野菜の炒め物

ブロッコリーのおかか和え 豆サラダ
パン

2月14日(金) 2月15日(土)

しろ菜としらすのサラダ

2月10日(月) 2月11日(火) 2月12日(水)
ベーコンと野菜のソテー 肉団子のコンソメ煮 チーズオムレツ

日

鱈の唐揚げ　梅おろしソース

インゲンのピーナツ和え

親子煮 豆腐ハンバーグ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1645kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :66.3g   

2月9日(日)

脂質  :39.6g   食塩相:10.2g   

週間献立表

チキンとかぶのクリーム煮 エビボールのトマト煮

鰆のみりん漬焼 厚焼卵 根菜と竹輪の煮物 鶏と生姜の中華粥

食塩相:11.8g   脂質  :57.3g   計 食塩相:7.2g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :62.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1744kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1597kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :58.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1728kcal

食塩相:10.3g   脂質  :49.3g   脂質  :48.0g   
ｴﾈﾙｷﾞｰ:1419kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :63.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1941kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :72.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1731kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :66.9g   
脂質  :24.0g   B

都合により献立を変更する場合があります。ご了承ください。

じゃが芋の炒め煮
豚肉のハニーマスタード焼

食塩相:12.8g   脂質  :48.9g   食塩相:9.2g   脂質  :38.3g   

SPECIAL



食塩相:7.9g   脂質  :61.1g   食塩相:9.8g   

都合により献立を変更する場合があります。ご了承ください。

食塩相:10.7g   脂質  :30.3g   食塩相:9.3g   脂質  :45.8g   食塩相:8.5g   脂質  :68.7g   
ｴﾈﾙｷﾞｰ:1884kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :69.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1782kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :57.7g   

計 脂質  :48.6g   食塩相:11.2g   脂質  :49.0g   食塩相:9.7g   脂質  :34.5g   
ｴﾈﾙｷﾞｰ:1467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1565kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :68.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1649kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.2g   日 B ｴﾈﾙｷﾞｰ:1588kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :58.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1703kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.4g   

脂質  :52.0g   食塩相:8.4g   脂質  :45.8g   食塩相:8.5g   脂質  :56.7g   食塩相:10.2g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :57.2g   

計 脂質  :55.9g   食塩相:9.2g   脂質  :56.4g   食塩相:9.8g   脂質  :66.5g   食塩相:10.3g   脂質  :38.9g   食塩相:10.5g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :71.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1687kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :56.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1510kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :63.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1776kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:636kcal
日 A ｴﾈﾙｷﾞｰ:1626kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :66.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1722kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :60.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1706kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :65.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1516kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:517kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:551kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:445kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:529kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:426kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:667kcal

コンソメスープ
味噌汁 すまし汁

すまし汁 ごはん 味噌汁 味噌汁 味噌汁 ごはん

グリーンサラダ
ごはん フルーツ ごはん 菜めし ごはん フルーツ ごはん

もやしとニラのおかか和え キャベツの和え物 漬物 笹かま和え 小松菜と油揚げの和えもの 長芋のわさび和え
チンゲン菜と卵の炒め物 ひじきの炒り煮 南瓜の煮物 れんこんのピリ辛炒め 卯の花炒り煮 マカロニソテー

ｴﾈﾙｷﾞｰ:631kcal

B

豚肉の山椒味噌焼き 鰆の漬焼き めばるの香味ソース 鶏肉の梅煮 ほっけの塩焼き 豚肉のごま漬焼 デミチーズハンバーグ
たけのこの土佐煮

ｴﾈﾙｷﾞｰ:470kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:508kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:479kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:505kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:538kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:507kcal

コンソメスープ
味噌汁 すまし汁

すまし汁 ごはん 味噌汁 味噌汁 味噌汁 ごはん

小松菜と油揚げの和えもの 長芋のわさび和え グリーンサラダ
ごはん フルーツ ごはん 菜めし ごはん フルーツ ごはん

肉豆腐 赤魚のみりん醤油焼 あじフライ
たけのこの土佐煮 チンゲン菜と卵の炒め物 ひじきの炒り煮 南瓜の煮物 れんこんのピリ辛炒め 卯の花炒り煮 マカロニソテー

夕
食

A

白身魚の味噌マヨネーズ焼き 牛皿 鶏肉の柚子こしょう焼き 銀鮭の照り焼

もやしとニラのおかか和え キャベツの和え物 漬物 笹かま和え

バナナクレープ ワッフル ピーチゼリー
ｴﾈﾙｷﾞｰ:68kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:85kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:83kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:94kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:87kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:65kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:54kcal

お
や
つ

コーヒーゼリー レモンケーキ カステラ 抹茶ババロア

ｴﾈﾙｷﾞｰ:523kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:508kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:464kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:434kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:644kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:539kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:555kcal
中華スープ 味噌汁 コンソメスープ

フルーツヨーグルト 山菜ナムル
ごはん 味噌汁 ごはん ごはん

坦々麺
焼餃子 大根のそぼろあんかけ 焼がんものおろしのせ 根菜と竹輪の炒り煮 フレッシュサラダ にらまんじゅう

B

海老と卵の中華炒め 焼き鳥丼 ほうとう カラスカレイの和風野菜あんかけ ホキのリヨネーズ焼き

ザーサイ和え ほうれん草のお浸し 和風サラダ 胡瓜の酢の物

中華スープ
ｴﾈﾙｷﾞｰ:605kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:537kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:596kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:543kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:545kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:591kcal

中華スープ 味噌汁 すまし汁 味噌汁

フルーツヨーグルト ほうれん草のくるみ和え 山菜ナムル
ごはん ごはん ごはん ごはん コンソメスープ ごはん ごはん

ポークカレー 鶏塩ちゃんこ鍋風 回鍋肉
焼餃子 大根のそぼろあんかけ 焼がんものおろしのせ 根菜と竹輪の炒り煮 フレッシュサラダ 茄子の肉みそかけ にらまんじゅう

 
昼
食

A

酢鶏 いわしの梅しそフライ 鯖の味噌煮 豚肉の葱醤油炒め

ザーサイ和え ほうれん草のお浸し 和風サラダ 胡瓜の酢の物

ｴﾈﾙｷﾞｰ:480kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:559kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:475kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:508kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:492kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:613kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:537kcal
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ほうれん草のドレッシングがけ

味噌汁 味噌汁 牛乳 味噌汁 味噌汁 味噌汁 牛乳
ごはん ごはん ポテトサラダ ごはん ごはん ごはん

マカロニサラダ ほっけの塩焼 納豆 キャベツとツナのサラダ かにかまサラダ ポテトのベーコン炒め

ｴﾈﾙｷﾞｰ:500kcal

B

五目炒り卵 魚河岸揚げの含め煮 野菜たっぷり卵粥 里芋のそぼろ煮 厚揚げと野菜の炒め物 五目厚焼卵 白菜とツナのクリームリゾット

チーズサラダ

ｴﾈﾙｷﾞｰ:483kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:592kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:548kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:374kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:517kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:399kcal

パンプキンポタージュ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

コンソメスープ 牛乳 コーンポタージュ コンソメスープ 牛乳 コンソメスープ

ほうれん草のドレッシングがけ

パン パン パン パン パン パン パン
チーズサラダ マカロニサラダ ポテトサラダ 大根サラダ キャベツとツナのサラダ かにかまサラダ

2月22日(土)

朝
食

A

ボイルウインナー 肉団子のクリーム煮 スクランブルエッグ はんぺんチーズ焼 海老ボールのポトフ風 ウインナーソテー ポテトのベーコン炒め

週間献立表
2月16日(日) 2月17日(月) 2月18日(火) 2月19日(水) 2月20日(木) 2月21日(金)

SPECIAL



ｴﾈﾙｷﾞｰ:515kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:577kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:424kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:516kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:584kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:724kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:101kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:63kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:566kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:577kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:484kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:548kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:539kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:533kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:821kcal

杏仁豆腐

ｴﾈﾙｷﾞｰ:420kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:463kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:531kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:530kcal

高野豆腐の含め煮
野菜たっぷりキーマカレー 豚肉の醤油麹焼き

脂質  :57.3g   食塩相:9.7g   

A

B 脂質  :49.7g   食塩相:9.7g   脂質  :40.3g   食塩相:10.7g   食塩相:9.6g   食塩相:9.6g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:586kcal

都合により献立を変更する場合があります。ご了承ください。

ｴﾈﾙｷﾞｰ:622kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:399kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:435kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:618kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:540kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1962kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.6g   
脂質  :36.0g   脂質  :47.0g   食塩相:11.4g   脂質  :67.9g   
ｴﾈﾙｷﾞｰ:1502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1744kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :69.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1668kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:1685kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :66.3g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:587kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:542kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:466kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ :58.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1903kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:404kcal

春巻き じゃが芋とツナのソテー
ピーチゼリー

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1774kcal

ドームケーキ（こしあん）

計

ｴﾈﾙｷﾞｰ:189kcal

お
や
つ

豚肉の玉葱ソース

ﾀﾝﾊﾟｸ :63.0g   
脂質  :49.5g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:20kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:106kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:506kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:504kcal

ｴﾈﾙｷﾞｰ:552kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:516kcal

モカロールケーキプリン メープルドーナツ

ひじきの煮物
鶏の唐揚げ

野菜の中華和え

週間献立表

日

ｴﾈﾙｷﾞｰ:90kcal

麻婆豆腐

とろろ

白身魚のトマトチーズ焼き ほっけのみりん漬焼き

2月23日(日) 2月24日(月) 2月25日(火) 2月26日(水)
ポトフ(ベーコン) ｿｰｾｰｼﾞと野菜のソテー ツナポテトトースト目玉焼き

朝
食

2月27日(木)
海老と野菜の炒め物

大根のサラダ さつま芋のサラダ
パン

2月28日(金) 2月29日(土)

マカロニサラダ
ロールキャベツ 野菜とベーコンの豆乳クリーム煮

パン パン パン デザート
ツナコーンサラダ キャベツのかにかま和え 白菜のゆず和え イタリアン豆サラダ

コンソメスープ 牛乳 パンプキンポタージュ コンソメスープ トマトスープ（じゃが芋） 牛乳
牛乳

パン パン
コンソメスープ

牛乳牛乳

鶏肉と芋の煮物 塩昆布とほうれん草のお粥

牛乳 牛乳

赤魚の西京焼 炒り卵 鶏つくねの野菜あんかけ 鮭雑炊

ごはん さつま芋のサラダ
ツナコーンサラダ キャベツのかにかま和え 海老しんじょうと野菜の煮物 納豆 マカロニサラダ

味噌汁 味噌汁味噌汁
B

大根のサラダ ツナと野菜の炒め物
ごはん ごはん 白菜のゆず和え ごはん ごはん

味噌汁 牛乳

ブロッコリーのサラダ
たらの油琳ソースがけ 白身魚のみぞれ南蛮

牛乳 牛乳 牛乳

れんこんといかの塩炒め

ごはん ごはん ごはん
ほうれん草のおかか和え 香の物

しゅうまい
豚キムチ炒め かれいのムニエル

A

味噌汁 牛乳

高野豆腐の卵とじ

A

牛乳 牛乳

ごはん ごはん 具だくさんスープ
コンソメスープ

ヨーグルト（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｿｰｽ） 白菜の塩昆布和え
ごはん
味噌汁

ナムル

ごはん

中華スープ

春巻き
穴子天丼ちゃんぽん 牛肉のすき焼風煮 鮭のちゃんちゃん焼き 五目チャーハン スパゲッティナポリタン

しゅうまい れんこんといかの塩炒め

味噌汁 けんちん汁 中華スープ

野菜の中華和え ほうれん草のおかか和え 香の物 ナムル

ｴﾈﾙｷﾞｰ:520kcal
 

昼
食

味噌汁
味噌汁 けんちん汁

白菜の塩昆布和え

鶏肉のレモン醤油焼

しそ和え ほうれん草の白和え かぼちゃのマリネ

チョコウェーブケーキフルーツ寒天
ｴﾈﾙｷﾞｰ:110kcal

たらの菜種焼き
なすの甘辛炒め 切り昆布の煮物 ベーコンとアスパラのソテー 厚揚げの煮物 青梗菜のオイスター炒め 金平ごぼう

春雨サラダ チンゲン菜の辛子和え 漬物
ごはん

えびの柳川風
がんもどきの煮物

食塩相:9.4g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :62.2g   

フルーツごはん フルーツ ごはん 麦ごはん ごはん

味噌汁
味噌汁 ごはん コンソメスープ 味噌汁 中華スープ

味噌汁
ごはん 味噌汁

豚角煮 蒸し鶏の薬味醤油がけ
ベーコンとアスパラのソテー 厚揚げの煮物 青梗菜のオイスター炒め

ブリの照り焼き 鰆の幽庵焼 ミートローフ 鶏肉の塩麹焼き
がんもどきの煮物

しそ和え ほうれん草の白和え かぼちゃのマリネ とろろ 春雨サラダ チンゲン菜の辛子和え 漬物
なすの甘辛炒め

ごはん
味噌汁 ごはん コンソメスープ 味噌汁 中華スープ ごはん 味噌汁

金平ごぼう

味噌汁

夕
食

A

切り昆布の煮物
海老のチリソース

ごはん フルーツ

味噌汁

計 脂質  :60.0g   

フルーツごはん 麦ごはん ごはん

ｴﾈﾙｷﾞｰ:1709kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:1722kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.3g   日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:1763kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :69.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1727kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.6g   
ｴﾈﾙｷﾞｰ:547kcal

食塩相:10.5g   脂質  :59.1g   食塩相:10.6g   脂質  :54.4g   脂質  :44.9g   食塩相:8.8g   食塩相:11.0g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :61.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1588kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :64.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1605kcal

脂質  :45.4g   食塩相:10.0g   

B

B

脂質  :56.9g   食塩相:10.1g   脂質  :48.1g   食塩相:10.5g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :68.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1679kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.2g   

ごはん 中華スープ コンソメスープ

ひじきの煮物

ｴﾈﾙｷﾞｰ:615kcal

ピーチゼリー
じゃが芋とツナのソテー 高野豆腐の含め煮

ｴﾈﾙｷﾞｰ:535kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:612kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:619kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:532kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ:476kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:536kcalｴﾈﾙｷﾞｰ:504kcal

SPECIAL
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