
ｴﾈﾙｷﾞｰ  1611kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1606kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1604kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1626kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1607kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal

脂質    38.5g 脂質    34.4g 脂質    37.3g 脂質    38.5g 脂質    51.6g 脂質    33.3g

食塩    8g 食塩    9g 食塩    8.9g 食塩    9.1g 食塩    8.4g 食塩    8.9g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1608kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1611kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1607kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1597kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1627kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1612kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1597kcal

脂質    38.2g 脂質    42.4g 脂質    37.1g 脂質    32g 脂質    38.5g 脂質    41.2g 脂質    39.4g

食塩    8.7g 食塩    9.7g 食塩    8.4g 食塩    9.4g 食塩    8.6g 食塩    9.8g 食塩    7.2g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1600kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal

脂質    42.8g 脂質    42.1g 脂質    36.4g

食塩    9.4g 食塩    9.9g 食塩    8.2g
食材などの関係で一部メニューが変更になる場合がございます。

ガーリックポテト 筑前煮

菜の花の胡麻和え

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

１２月　彩ダイニング献立表（１６日～３１日）

炭水化物  230.9g 炭水化物  250.4g

おでん 豚の中華風照り焼き 年越しそば

ワラビのごまおかか和え 酢の物（かに風味）

成
分
値

蛋白質  63.9g 蛋白質  67.1g 蛋白質  57.7g

炭水化物  234.9g

なすの炒め物

マロニーの炒め物 厚揚げとキノコのオイスター煮 炒り豆腐

カリフラワーとツナの和え物 春菊の白和え ほうれん草のメンマ和え

いなり寿司

吸い物 味噌汁

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁

豚肉の漬焼き カレイの塩麹焼き 太刀魚の粕漬け焼き

海老団子の卵あん

オクラの梅和え 小松菜の塩ごま油和え 青梗菜のなめこドレッシング和

魚の塩焼き 親子煮風 パンプキンソテー

朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁

さつま芋の甘辛煮 ウインナーのケチャップ炒め

29 30 31

炭水化物  237.3g 炭水化物  241.1g 炭水化物  249.9g 炭水化物  247.1g 炭水化物  240.3g 炭水化物  230g

白菜の生姜醤油和え

成
分
値

蛋白質  67.8g 蛋白質  65.9g 蛋白質  67.7g 蛋白質  61.2g 蛋白質  65.3g 蛋白質  65.4g 蛋白質  69.4g

炭水化物  238.1g

キャベツみそマヨネーズ もやしのドレッシング和え コンソメロールキャベツ ほうれん草のポン酢和え 松花堂　蒸しケーキ 山菜和え

鶏肉のオーロラソース

洋野菜コンソメ炒め 高野豆腐卵とじ クラムチャウダー 里芋の五目煮 松花堂　煮合わせ 牛肉とれん根ごま炒め ベビーホタテと青菜のバター炒め

牛肉のマシュルームソースかけ かつおの西京焼き ローストチキン 鰆の韓国風焼き魚 松花堂　天ぷら 五目卵焼き

味噌汁 スープ 味噌汁 吸い物 味噌汁 味噌汁

もやし大葉土佐和え

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ エビピラフ 米飯　160ｇ 松花堂　しらすご飯 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

コンソメスープ

菜の花の磯和え 白菜の青のり和え 木の実和え　和彩万菜 ８種の彩りごまサラダ 小松菜とカニカマの和え物

竹輪とふきの煮物 シルバーのカレーピカタ

ふきと加賀揚げの煮物 麻婆春雨 エンドウの彩り炒め なすのひき肉炒め 豚肉とピーマンの炒め物 豆のマリネ いんげんと豚の味噌炒め

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ

ホキの香味焼き 擬製豆腐 煮魚（赤魚） ちゃんぽんうどん ホッケの塩焼き

切干大根と鶏肉の和え物

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ のりたまおにぎり 米飯　160ｇ 豚丼 米飯　160ｇ

味噌汁

目玉焼き 磯部フリッター けんちん煮 豚肉と大根のべっこう煮 納豆 ボイルウィンナー

じゃが芋とツナの炒り煮 南瓜の甘辛そぼろ炒め 大根の炒め煮

トロロ芋 ワカメと竹輪の和え物 小松菜の和え物 オクラのおかず和え 白菜のドレッシング和え アスパラの焼き浸し 玉子ロール

食パン 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コーンスープ 味噌汁
朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

大根と豚バラ煮込み 青梗菜と鶏肉の炒め物 魚肉ソーセージと野菜の炒め物 オムレツ

22 23 24 25 26 27 28

炭水化物  243.8g 炭水化物  246g 炭水化物  242.9g 炭水化物  254.6g 炭水化物  209.5g 炭水化物  253.9g

ほうれん草の和え物

成
分
値

蛋白質  65.7g 蛋白質  71.6g 蛋白質  64.8g 蛋白質  62g 蛋白質  68.7g 蛋白質  61.3g

ごぼうの和え物 オクラのおかか和え ほうれん草の粉チーズ醤油和え 松花堂　焼き物 いんげんのごまマヨネーズ

タラの竜田揚げ

ナスの炒め物 タケノコの卵とじ 揚げ出し豆腐なめこあんかけ 松花堂　炊き合わせ 青梗菜とヤングコーンの炒め物 絹さやと卵炒め

オレンジチキン 鰆のうなダレ焼き 鶏のねぎ生姜焼き 松花堂　刺身盛り合わせ 鶏肉のマリネステーキ

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 吸い物 味噌汁 吸い物 味噌汁 味噌汁

切干大根みそマヨネーズ 春菊のツナ胡麻和え キャベツの塩昆布和え 小松菜のザーサイ和え

夕
食

米飯　160ｇ 釜飯　カニ 米飯　160ｇ わかめごはん

アスパラのタルタル和え コールスローサラダ かぼちゃの煮合わせ 高野豆腐の煮物 カリフラワーのオイスター炒め 野菜の炒り煮

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

魚肉ソーセージの甘酢炒め 小松菜の中華風炒め ホッケ塩焼き 豚しゃぶのゴマだれかけ 太刀魚とがんもの煮合わせ 豚肉のオイスター炒め

うぐいす豆

昼
食

けんちんそば カレーライス 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

コンソメスープ

サバ和風カレー煮 納豆 ベビーホタテのマリネ 切干大根 ミニハンバーグ

じゃが芋とひき肉の炒め煮 中華卵焼きさつま揚げの炒り煮 さつま芋の肉じゃが風

さつま芋の旨煮 ふろふき大根 春雨と菜の花の中華和え モロヘイヤのなめ茸和え 白菜とささみの和え物 きゅうりの生姜酢和え

豚肉とエンドウのコンソメ炒め 牛肉野菜炒め

米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁

17 18 19 20

朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ ホットケーキ

21
日 月 火 水 木 金 土

16


