
ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1600kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1608kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1613kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal

脂質    36g 脂質    40.9g 脂質    35.2g 脂質    43.7g 脂質    44.9g 脂質    35.7g

食塩    8.8g 食塩    8.6g 食塩    8.8g 食塩    8.3g 食塩    9.5g 食塩    9.6g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1608kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1610kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1688kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1604kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1609kcal

脂質    39g 脂質    36.5g 脂質    39.7g 脂質    35.9g 脂質    42.3g 脂質    45.3g 脂質    38g

食塩    9.6g 食塩    8.5g 食塩    8.8g 食塩    8.6g 食塩    8.3g 食塩    9g 食塩    9.7g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1607kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1606kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal

脂質    33.8g 脂質    39.4g 脂質    39.7g

食塩    7.6g 食塩    8.6g 食塩    9.4g
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
16 17 18 19 20 21

朝
食

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

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁

野菜と大豆の五目煮 エンドウとヤングコーン炒め キャベツとツナの炒め物 厚揚げの和風あんかけ 青梗菜の炒め物 さつま揚げの炒り煮

かぼちゃ煮 磯部フリッター 菜の花の湯葉和え 茄子とポテトの重ね焼き 野菜のクリーム煮 モロヘイヤとナメコの和え物

かにかま卵ロール 菜の花のお浸し 高野豆腐含め煮 竹の子のおかか炒め ヨーグルト和え 佃煮

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ カレーライス 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

オレンジチキン アジのきのこしょうゆ カリフラワーのガーリックソテー 太刀魚の塩焼き

卵とじそば

コンソメスープ 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁 味噌汁 ひじきとごぼうごま炒め煮

鶏肉のチーズピカタ 大豆サラダ

春雨とエビの炒め物 羊肉炒め ほうれん草の胡麻和え 五目炒り卵 小松菜のおかか炒め フルーツ（白桃缶）

小松菜の生姜醤油和え 春菊のみそれ和え 牛乳 中華クラゲ和え オーロラソースマカロニサラダ

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ ごはん 米飯　160ｇ 釜飯　カニ

味噌汁 中華スープ 味噌汁 吸い物 味噌汁 吸い物

太刀魚のバターソテー 麻婆豆腐 シルバーの山椒焼き 松花堂　刺身盛り合わせ 天ぷら 豚肉の甘酢ねぎごまダレ

菜の花と豚のからし醤油炒め じゃがいもの炒め煮 大根と卵の照り煮 松花堂　炊き合わせ さつま芋の旨煮風 ジャーマンポテト

もずくとエノキの酢の物 中華風和え物 酢の物（春雨・きゅうり） 松花堂　焼き物 春菊のとびっこ和え 春菊のツナマヨ

成
分
値

蛋白質  62.2g 蛋白質  65.1g 蛋白質  64.2g 蛋白質  69.7g 蛋白質  61.1g 蛋白質  73.7g

炭水化物  248.8g 炭水化物  234.1g 炭水化物  251g 炭水化物  222.5g 炭水化物  231.9g 炭水化物  245g

22 23 24 25 26 27 28

朝
食

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

豚ほうれん草ソース炒め じゃが芋の煮物 カボチャとウインナーのソース炒 大根のかにあんかけ

わらび炒め煮

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

ベビーホタテのマリネ

とり肉と小松菜の治部煮 クラムチャウダー ひじきの煮物

だし巻き卵 絹さやのごまおかか ナスの煮びたし フライドフィッシュ れんこん炒め かぼちゃのオーブン焼き

コンソメスープ

煮奴 五目卵焼き 納豆 蒸し野菜のみそマヨ和え なすの味噌和え

味噌汁

タラの塩焼き

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 牛丼 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ ちゃんぽんうどん 米飯　160ｇ

ちくわと昆布の炒り煮 カレイの和風ステーキ 豚の角煮 菜の花のごまポン和え

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 アスパラの豆板醤炒め

豚肉の蒲焼

なすのピリ辛炒め アスパラのとろみ炒め 春菊の和え物 じゃが芋千切り炒め ふきの炒め物 フルーツ（黄桃缶） 豆腐の薄くず煮

ハンバーグステーキ 鮭のバターしょうゆ焼き

スイートポテトサラダ ほうれん草の和え物 抹茶プリン ごぼうとささみの和え物 カリフラワのタルタル和え エンドウの梅ポン和え

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ ネギトロ丼

韓国風煮魚（めばる） 鶏とアーモンドの照焼き風 ホキの白みそ漬焼き チキンチャップ

根菜煮

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 吸い物 味噌汁 味噌汁

さつま芋のピーナツ和え

金平ごぼう チキンガーリックバター焼き なすのはさみ揚げ甘酢あん

大根と竹輪のごった煮 加賀揚げの煮合わせ 洋風炒り卵 コンソメロールキャベツ バナナ ｷｬﾍﾞﾂのみそ炒め

炭水化物  242.4g

菜の花からし和え 五色大根なます 小松菜となめこの和え物 オクラの生姜和え

炭水化物  244.8g

きゅうりのツナ和え

成
分
値

蛋白質  66g 蛋白質  69.5g 蛋白質  65.6g 蛋白質  66.2g 蛋白質  59.9g 蛋白質  71g 蛋白質  65.2g

炭水化物  242.6g 炭水化物  239.2g 炭水化物  244.5g 炭水化物  260.7g 炭水化物  222.9g

29 30 31

朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁

キャベツとホタテの甘辛炒め 中華卵 茄子と鶏肉の含め煮

金時煮豆 金平ごぼう オクラの塩昆布和え

春雨の中華風煮 鶏肉の焼き浸し ひじきの白和え

昼
食

米飯　160ｇ 豚丼 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁

ホッケのもろみ焼き そら豆と海老の炒め物 メルルーサのピザ風

芋と豚肉のオイスター炒め 海藻と白菜のドレッシング インゲンと玉子の炒め物

モロヘイヤのナムル バニラムース 小松菜とメンマの和え物

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 コンソメスープ

鶏肉くわ焼き 煮魚（アジ） メンチカツ

青菜と卵の炒め物 焼き豆腐と肉の甘みそ炒め ブロッコリーのコンソメ炒め

小松菜と切干大根のごまみそ和え きゅうりのシソ和え 春菊のからし和え

3月　彩ダイニング献立表（１６日～３１日）

成
分
値

蛋白質  66.8g 蛋白質  67.8g 蛋白質  60.9g

炭水化物  250.6g 炭水化物  232.8g 炭水化物  248.1g


