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おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1574kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1518kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1586kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1688kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1577kcal
蛋白質 63ｇ 蛋白質 57ｇ 蛋白質 57.7ｇ 蛋白質 60ｇ 蛋白質 60.0ｇ
脂質 48.1ｇ 脂質 46.2ｇ 脂質 48.7ｇ 脂質 56.3ｇ 脂質 44.0ｇ
炭水化物 234ｇ 炭水化物 226.2ｇ 炭水化物 239ｇ 炭水化物 244.3ｇ 炭水化物 249.5ｇ
食塩 7.9ｇ 食塩 6.8ｇ 食塩 6.6ｇ 食塩 6.5ｇ 食塩 6.9ｇ

おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1578kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1584kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1624kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1572kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1513kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1609kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1571kcal
蛋白質 60.7ｇ 蛋白質 66.2ｇ 蛋白質 56.9ｇ 蛋白質 54.9ｇ 蛋白質 54.4ｇ 蛋白質 55ｇ 蛋白質 54ｇ
脂質 40.1ｇ 脂質 43.5ｇ 脂質 43.3ｇ 脂質 45ｇ 脂質 45.5ｇ 脂質 52.1ｇ 脂質 52ｇ
炭水化物 255.4ｇ 炭水化物 242.8ｇ 炭水化物 264.3ｇ 炭水化物 244.5ｇ 炭水化物 234.6ｇ 炭水化物 242.2ｇ 炭水化物 231.3ｇ
食塩 7.7ｇ 食塩 6.3ｇ 食塩 7.4ｇ 食塩 8.1ｇ 食塩 7.2ｇ 食塩 6.6ｇ 食塩 5.5ｇ

令和05年02月05日(日)

御飯 食パン 御飯 御飯 御飯
がんもの煮物

令和05年02月01日(水) 令和05年02月02日(木) 令和05年02月03日(金) 令和05年02月04日(土)

春菊のおかか和え
ちくわの炒り煮

ふりかけ（しそ） たいみそ
白菜のお浸し 大根サラダ ほうれん草の和え物
五目卵焼き スクランブルエッグ 厚揚げのねぎあんかけ

牛乳

のり佃煮 あんずジャム 金山寺みそ
みそ汁（おつゆ麩・えのき）

白菜のお浸し

みそ汁（うず巻き麩・大根葉） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（椎茸・人参） みそ汁（なめこ・小松菜） みそ汁（里芋・きぬさや）

御飯
牛乳

かつとじ ぶりのみりん焼き
＜お朔日膳＞ 御飯 ＜節分＞
牛乳 ジョア 牛乳

フルーツ缶（りんご）

赤飯 和風ハンバーグ ちらし寿司
大豆とひじきの煮物

御飯

天ぷら盛り合わせ ﾍﾞｰｺﾝとブロッコリーの炒め物 春菊のゆず風味和え もやしの和え物

みそ汁（卵・ねぎ）
フルーツ缶(みかん)

茶碗蒸し みそ汁（かぶ葉・卵） いわしのつみれ汁
菜の花のごま味噌和え フルーツヨーグルト きなこミルクムース

御飯

お吸物（筍・手毬麩）
ティラミス

お吸物（小花麩・菜の花）

練り切り 杏仁豆腐 節分プリン バニラクレープ

鶏肉の柚子こしょうソース
御飯

なすの揚げ浸し 根菜の甘辛炒め
鶏肉のオニオンソースがけ さばのみりん焼き 豚肉の南部焼き
御飯 御飯 御飯

みそ汁（オクラ・油揚げ）

ハムともやしの炒め物 里芋の煮物 小松菜の煮浸し
野菜サラダ

さわらのさっぱり煮

いんげんのピーナッツ和え キャベツの甘酢漬け マカロニサラダ ほうれん草のごま和え
お吸物（蒲鉾・かぶ葉）

御飯 御飯
令和05年02月07日(火) 令和05年02月08日(水) 令和05年02月09日(木) 令和05年02月10日(金)

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（青梗菜・人参） お吸物（はんぺん・ねぎ） みそ汁（豆腐・長葱）

令和05年02月11日(土)

じゃが芋のそぼろ煮 チャウダー 白菜とツナの炒め物 肉詰めいなりの煮物

令和05年02月12日(日)

御飯 御飯 御飯 黒糖食パン 御飯
豆腐の含め煮

ほうれん草のピーナッツ和え 白花豆 青菜のごま和え ほうれん草のゆずドレ和え もやしのサラダ キャベツのゆかり和え なすのお浸し
炒り豆腐 かに風味卵焼き

みそ汁（オクラ・えのき） みそ汁（小松菜・おつゆ麩）
ふりかけ(たらこ) うめびしお ふりかけ(のりたま) マーガリン 金山寺みそ ふりかけ(たらこ)

牛乳 ジョア 牛乳 牛乳

ふりかけ（しそ）
みそ汁(玉葱･大根葉) みそ汁（人参・うず巻き麩） みそ汁（白玉麩・長葱） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（しめじ・小松菜） みそ汁（南瓜・ねぎ）

牛乳
御飯 御飯 御飯 御飯 ミートソースパスタ 御飯 御飯
牛乳 牛乳

白菜の和え物 マカロニサラダ
和風卵焼き めだいのバター醤油焼き ポークカレー フライ盛り合わせ コールスローサラダ 銀たらの和風ムニエル

フルーツ缶(白桃） フルーツ缶(カクテル） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（きぬさや・じゃが芋） フルーツ缶(りんご）

白身魚の葱塩焼き
ハムと小松菜のソテー さつま揚げとかぶの煮物 グリーンサラダ フレンチサラダ ぶどうゼリー

フルーツ缶(洋梨)
みそ汁(冬瓜･うずまき麩) お吸物（青梗菜・とろろ昆布） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（もやし・菜の花） お吸物（はんぺん・大根葉） みそ汁（豆腐・しめじ） みそ汁（菜の花・油揚げ）
フルーツ（バナナ） フルーツ缶(黄桃)

御飯 御飯
黒糖饅頭 今川焼き チョコレート饅頭 ほうじ茶プリン ﾌﾙｰﾂｷｬﾛｯﾄｾﾞﾘｰ ロールケーキ

海老と厚揚げの旨煮 あじのきのこ蒸し 青椒肉絲 かに入り卵焼き中華あんかけ

ゆずムース
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

豚肉の味噌炒め
かぼちゃのいとこ煮 豆腐しゅうまい レバーと牛蒡の炒め物 青梗菜の煮浸し ごぼうの炒り煮 青梗菜炒め

もやしのドレッシング和え
冬瓜のえびあんかけ

白身魚のみそチーズ焼き 牛肉のしぐれ煮

中華スープ（玉葱・筍） お吸物（小花麩・春菊）
青梗菜のからし和え キャベツのお浸し 白菜の和え物 ブロッコリーの香味和えかぶのしそ風味和え しろなのナムル
お吸物（そうめん・大根葉） みそ汁（椎茸・冬瓜） 中華スープ（春雨・なると巻き） みそ汁（なす・きぬさや） 中華スープ（大根・にら）

栄
養
価

令和05年02月06日(月)

朝

昼

夕

栄
養
価

朝

昼

夕

2月の予定献立表　　
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ｴﾈﾙｷﾞｰ 1523kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1712kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1526kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1589kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1660kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1598kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1679kcal
蛋白質 61.5ｇ 蛋白質 63.5ｇ 蛋白質 52.9ｇ 蛋白質 64ｇ 蛋白質 64.2ｇ 蛋白質 57.3ｇ 蛋白質 58.5ｇ
脂質 34.5ｇ 脂質 50.8ｇ 脂質 48.6ｇ 脂質 52.4ｇ 脂質 44.8ｇ 脂質 44.5ｇ 脂質 50.2ｇ
炭水化物 249.7ｇ 炭水化物 262.7ｇ 炭水化物 230.1ｇ 炭水化物 232.6ｇ 炭水化物 260ｇ 炭水化物 256.2ｇ 炭水化物 259ｇ
食塩 5.9ｇ 食塩 7.6ｇ 食塩 6.5ｇ 食塩 8.9ｇ 食塩 6.5ｇ 食塩 9.3ｇ 食塩 5.7ｇ

おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1654kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1522kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1650kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1628kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1585kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1706kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1592kcal
蛋白質 61.5ｇ 蛋白質 60.5ｇ 蛋白質 57.4ｇ 蛋白質 62.4ｇ 蛋白質 57.6ｇ 蛋白質 53.5ｇ 蛋白質 65.7ｇ
脂質 52.8ｇ 脂質 36ｇ 脂質 50.8ｇ 脂質 55.9ｇ 脂質 45.9ｇ 脂質 50ｇ 脂質 44.8ｇ
炭水化物 243.7ｇ 炭水化物 248.3ｇ 炭水化物 252.1ｇ 炭水化物 230.6ｇ 炭水化物 244.8ｇ 炭水化物 269.3ｇ 炭水化物 243.7ｇ
食塩 7.3ｇ 食塩 9.4ｇ 食塩 7.6ｇ 食塩 7.1ｇ 食塩 6.7ｇ 食塩 7ｇ 食塩 7.4ｇ

令和05年02月19日(日)

御飯
令和05年02月16日(木) 令和05年02月17日(金) 令和05年02月18日(土)

御飯
令和05年02月14日(火) 令和05年02月15日(水)

御飯御飯 食パン
卵とじ 厚揚げの含め煮 高野たまご巻き 野菜のミートソース煮 がんもの煮物 野菜炒め 炒り豆腐
御飯 御飯

うめびしお ふりかけ(たらこ)
こんぶ豆 ほうれん草の和え物 しろなのお浸し 豆たっぷりサラダ 春菊のごまよごし ブロッコリーのしらす和え

みそ汁（人参・白玉麩） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（椎茸・いんげん） みそ汁（おつゆ麩・えのき） みそ汁（じゃが芋・大根葉）

オクラの和え物
のり佃煮 えびみそ ふりかけ(かつお) いちごジャム たいみそ

みそ汁（菜の花・なめこ）
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
みそ汁（かぶ・ねぎ） みそ汁（うず巻き麩・長葱）

あじのおろし煮 ポークチャップ
ゆかりご飯 ＜バレンタイン＞ 御飯 焼きそば 御飯 しょうが御飯

キャベツのなめたけ和え 杏仁豆腐ﾏﾝｺﾞｰｿｰｽ もやしの和風マヨ和え かぼちゃの煮物

御飯
鶏肉の漬け焼き 御飯 白身魚の香味蒸し 餃子 松風焼き

スパゲティーサラダ
フルーツ缶(マンゴー） ハートのミートコロッケ フルーツ(オレンジ) 中華スープ（卵・わかめ） フルーツ缶（黄桃） フルーツ缶(りんご） フルーツ缶(パイン)
白菜と沢庵の和え物 ハヤシライス

お吸物（とろろ昆布・きぬさや） キャロットサラダ みそ汁（かぶ葉・大根） お吸物（小松菜・蒲鉾） みそ汁（春菊・しめじ）

御飯 御飯 麦ご飯 御飯

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（しろ菜・コーン）

りんごと桃のケーキ ドームケーキ ＜えらべるおやつ＞ 　ホットケーキ
フルーツヨーグルト

御飯

芋ようかん ハートのチョコプリン

かれいの生姜煮 千草焼き 豚肉のマヨポン酢炒め さばの塩麹焼き 赤魚の柚庵焼き 回鍋肉 白身魚のバター醤油焼き
御飯 御飯

白菜のドレッシングがけ
キャベツのベーコン炒め なすの含め煮 白菜のゆかり和え かぶの水晶煮 さつま芋の甘煮 焼売 じゃが芋の含め煮
カリフラワーの甘酢漬け 三色和え 浅漬け(きゅうり) 青菜としめじのお浸し ほうれん草の錦糸和え 青梗菜のナムル

令和05年02月25日(土) 令和05年02月26日(日)

みそ汁（里芋・水菜） みそ汁（さつまいも・大根葉） お吸物（豆腐・ねぎ） みそ汁（なす・きぬさや） みそ汁（玉葱・油揚げ） 中華スープ（春雨・にら）

御飯 御飯 マーブル食パン 御飯 御飯

みそ汁（かぶ葉・椎茸）

令和05年02月21日(火) 令和05年02月22日(水) 令和05年02月23日(木) 令和05年02月24日(金)

御飯

カリフラワーの和え物 春菊のお浸し
スクランブルエッグ さつま揚げと里芋の煮物 だし巻卵 ミートボール 魚肉ｿｰｾｰｼﾞとﾋﾟｰﾏﾝの炒め煮 かにかま入りふんわり卵
御飯

ふりかけ(かつお) ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（人参・椎茸） ふりかけ(のりたま) 金山寺みそ

ちくわの炒め煮
ほうれん草のお浸し 青梗菜のお浸し 金時豆 カリフラワーサラダ 大根のドレッシングがけ

ふりかけ(さけ)
みそ汁（うず巻き麩・ねぎ） みそ汁（南瓜・みつ葉） みそ汁（小松菜・人参） 牛乳 みそ汁（かぶ葉・うず巻き麩） みそ汁（青菜・しめじ） みそ汁（冬瓜・ねぎ）
のり佃煮 ふりかけ(しそ)

御飯 御飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

御飯 豚肉のハニーマスタード焼き 穴子めし フライ盛り合わせ

牛乳
御飯 肉うどん ＜セレクト食＞ 御飯 ＜郷土料理・広島県＞

牛肉と野菜のオイスター炒め

小松菜のごま和え フルーツ缶(カクテル） 　A ミートポテトグラタン もやしのサラダ 八寸汁 里芋の煮物 青梗菜のナムル
白身魚のマスタード焼き 切干大根の炒め煮

お吸物（ねぎ・そうめん） 中華スープ（卵・にら）
フルーツ缶(みかん)

ブロッコリーの和風和え
フルーツ缶(白桃) さばのちしゃもみ フルーツ缶（パイン）

デザートバイキング

みそ汁（ほうれん草・白玉麩）

フルーツ缶（黄桃）
みそ汁（長葱・かぶ）

肉まん 黒糖ゼリー スイートポテト コーヒーサンド 蒸しパン かすてら饅頭

豆腐ハンバーグ 赤魚の煮付け
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

冬瓜のくず煮 じゃが芋のバター炒め ひじきの五目煮 豚肉とかぶの旨煮

御飯
彩り擬製豆腐 あじの山椒煮 鶏肉の葱塩焼き さばの味噌煮 鶏肉の野菜あんかけ

厚揚げと大根の味噌炒め
カリフラワーサラダ しろなのおかか和え 野菜サラダ キャベツの和え物 ブロッコリーの和え物 アスパラのフレンチサラダ ポテトサラダ
あんかけビーフン なすとピーマンの炒め物

お吸物（豆苗・はんぺん）中華スープ（えのき・青菜） みそ汁（さつまいも・大根葉） お吸物（とろろ昆布・蒲鉾） お吸物（はんぺん・きぬさや） みそ汁（白菜・えのき） みそ汁（菜の花・白玉麩）

　　・チョコパン
　　・みかんムース

レモンゼリー
みそ汁（青梗菜・玉葱） レモン寒天

　B エビマカロニグラタン

令和05年02月13日(月)

朝

昼

お
や
つ

夕

栄
養
価

令和05年02月20日(月)

朝

メロンゼリー

昼

夕

栄
養
価

or
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おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1643kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1593kcal
蛋白質 58.2ｇ 蛋白質 63.2ｇ
脂質 42.9ｇ 脂質 45.9ｇ
炭水化物 267.3ｇ 炭水化物 243.8ｇ
食塩 5.9ｇ 食塩 7.6ｇ

御飯 御飯
令和05年02月28日(火)

うめびしお のり佃煮
茶福豆 オクラのお浸し
豆腐の含め煮 スクランブルエッグ

御飯 御飯
牛乳 牛乳
みそ汁（里芋・いんげん） みそ汁（しろ菜・人参）

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（アスパラ・ベーコン）

フルーツ缶(マンゴー） フルーツヨーグルト
ラタトゥイユ コールスローサラダ
たらのムニエル ミートローフ

鶏肉の生姜焼き あじの野菜蒸し
御飯 御飯
いちごババロア ようかん

みそ汁（えのき・おつゆ麩） みそ汁（春菊・もやし）
青菜のピーナッツ和え 白菜のマヨネーズ和え
さつまいものミルク煮 つみれと冬瓜の煮物

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（ハム・小松菜）

朝

昼

夕

栄
養
価

令和05年02月27日(月)

節分で食べる大豆には
どんな栄養が入っているのだろう～？？

大豆は、【畑のお肉】と呼ばれるほど、
たんぱく質が豊富に含まれています。
糖質も少なく、コレステロールは含んでおりません。
高カロリーではありますが、大豆に含まれている大豆レシチンが
血中コレステロールを低下させる作用があり、
肥満解消効果もあるとのこと！！
また、大豆レシチンには脳機能を高める栄養素でもあり、
認知症予防に注目されています。
ただし、注意することが・・・
大豆は、食物繊維も多く、便秘解消にいいのですが、
食べすぎはかえって、便秘になってしまいます。
大豆は水分を吸うため、お腹の水分を吸い取ってしまい、
便が硬くなり、排泄しにくくなるそうです。
食べるときは水分も十分に摂ることが大切です。
身体にいい物でも程々に食べることが大事ですね。


