
ｴﾈﾙｷﾞｰ  1607kcal

脂質    40.4g

食塩    8.6g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1597kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1598kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1598kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1598kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1606kcal

脂質    39.4g 脂質    41.4g 脂質    34.9g 脂質    32.2g 脂質    39.2g 脂質    47g 脂質    38g

食塩    8.7g 食塩    9.2g 食塩    9.5g 食塩    9.7g 食塩    8.3g 食塩    9.7g 食塩    9.1g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1609kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1605kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1597kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1598kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1634kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1596kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal

脂質    38.3g 脂質    36.9g 脂質    35g 脂質    43.5g 脂質    42.2g 脂質    41.5g 脂質    46.6g

食塩    9.4g 食塩    8.3g 食塩    9.7g 食塩    7.7g 食塩    9.4g 食塩    8.4g 食塩    9.9g
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。

土日 月 火 水 木 金

中華丼

インゲンのピーナツ和え

1

朝
食

米飯　160ｇ

味噌汁

小松菜とベーコンのソテー

カレーコロッケ

そら豆と高野の卵とじ

昼
食

7

中華スープ

かぼちゃと昆布の煮物

菜の花の佃煮昆布和え

夕
食

米飯　160ｇ

味噌汁

豚肉のニンニク醤油ソテー

チンゲンサイの炒め物

味噌汁

成
分
値

蛋白質  60.1g

炭水化物  242.7g

2 3 4 5 6

味噌汁

8

朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ ミックスサンドイッチ 米飯　160ｇ

ひじきの煮物 ふきの油いため 大根と豚の照り煮 五目煮 竹輪じゃが

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ

フルーツ寒天

ブロッコリーの彩り炒め

じゃが芋の白煮 春菊とササミのポン酢 竹輪と絹さやのみそ和え わかめとキャベツの和え物 中華卵 野菜マヨネーズサラダ 高野豆腐の山菜煮

さつま揚げの炒り煮

コンソメスープ

納豆 ウインナー炒め 炒り卵 チキンナゲット 白菜の浅漬け風

味噌汁

ビーフン炒め

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ ミートボールカレー 米飯　160ｇ とりねぎそば 米飯　160ｇ

赤魚の中華風照り焼き アスパラのバター炒め サバの塩焼き 青梗菜の青しそ和え

味噌汁 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁 野菜卵とじ

メバルの生姜醤油焼き

厚揚げとキャベツの味噌炒め 筑前煮 さつま芋ガーリックソテー 白菜の生姜醤油和え さつま芋のごった煮 いんげんの甘辛炒め

アジのみりん焼き 鰯のつみれ照り焼き

牛蒡のごま和え オクラと大豆のおかか和え ほうれん草のナムル 小松菜の塩ごま油和え ８種の彩りごまサラダ

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 釜飯　ホタテ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 吸い物 味噌汁 吸い物 味噌汁 味噌汁

ホッケのねぎ焼き ガリバタチキン ホキの磯部焼き 松花堂　豚角煮 煮魚（シルバー）

松花堂　鮭いくら丼 米飯　160ｇ

青菜のじゃこ和え

豚肉のハチミツ照り焼き

白菜とホタテの塩炒め かに玉風 小松菜とあさりのごま炒め 厚揚げの田舎煮 松花堂　蒸し物 豆腐の揚げ出し えびと菜の花マヨ炒め

鶏の竜田揚げ

炭水化物  237.4g

モロヘイヤの辛子和え ナスの中華醤油 マカロニサラダ 菜の花とハムの甘酢和え 松花堂　フルーツあんみつ　

炭水化物  249.1g

五目とろろ

成
分
値

蛋白質  63.7g 蛋白質  65.3g 蛋白質  67g 蛋白質  60.9g 蛋白質  66.1g 蛋白質  69.6g 蛋白質  60.8g

炭水化物  237.3g 炭水化物  243.3g 炭水化物  260.6g 炭水化物  235.1g 炭水化物  219.7g

9 10 11 12 13 14 15

朝
食

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

ワラビとさつま揚げの炒り煮 スクランブルエッグ 野菜炒め アスパラのバター炒め

青梗菜とササミの和え物

ホットケーキ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁

スイートポテトサラダ

厚揚げの生姜煮 キャベツのチャウダー 豆腐の中華風炒め

豆腐とわかめのソテー カリフラワーのツナマヨ和え だし巻き卵 ほうれん草の白和え めかぶとエノキの和え物 ハムエッグ

味噌汁

ミートボール かぼちゃのほっくり煮 魚の塩焼き 舞茸と卵の炒め物 赤ウインナーソテー

ぜんまいの田舎風炒め煮

温野菜

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ ビビンバ丼 米飯　160ｇ 月見うどん

鶏肉のバターしょう油焼 赤魚のオーロラソース添 青梗菜のマヨ炒め アジのニンニク醤油焼き

味噌汁 コンソメスープ 味噌汁 中華スープ 味噌汁

モロヘイヤのじゃこ和え

ホタテと小松菜バターソテー ポテトミート 蕗の炒め煮 ウインナーとスナップエンドウの ビーフンサラダ 煮しめ

チキンの甘酢だれ シイラの西京焼き

蒸し野菜のみそマヨ和え 春菊おかかポン酢 小松菜のピーナツ和え きゅうりともやしの中華和え ベビーホタテのマリネ

夕
食

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

味噌汁 吸い物 吸い物 味噌汁 コーンスープ 味噌汁 味噌汁

天ぷら 豚肉の竜田焼き 松花堂　海鮮サラダ　 鶏肉のマシュルームソースかけ

松花堂　オムライス 米飯　160ｇ

鯖の照り焼き

羊肉炒め なすのオイスター炒め 高野豆腐の旨煮 じゃがいもの炒め煮 松花堂　ミニグラタン そら豆とえびのハーブソテー つくねの炒め物

たらの香草焼き すき焼き

蛋白質  63.4g 蛋白質  70.4g 蛋白質  62.1g

炭水化物  249.1g

ごぼうの胡麻ドレ和え 大根のしその実和え 白菜の甘酢漬け オクラの梅肉和え 松花堂　ミニケーキ、フルーツ ほうれん草とエノキの和え物

炭水化物  234g 炭水化物  245.1g 炭水化物  229g 炭水化物  224.5g

さつま芋のハニーマヨ

成
分
値

蛋白質  60.9g 蛋白質  69.2g 蛋白質  64.3g 蛋白質  60.2g

2月　彩ダイニング献立表（１日～１５日）

炭水化物  240.8g 炭水化物  249.6g


