
献立表 肉類、魚介類、卵などの食材や別添の小袋は電子レンジの
加熱時間により破裂の恐れがありますので、ご注意ください。
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熱量350kcal基準
食塩相当量3.0g以下  （休日平均） 熱量350kcal基準

食塩相当量3.0g以下  （休日平均） 熱量350kcal基準
食塩相当量3.0g以下  （休日平均） 熱量350kcal基準

食塩相当量3.0g以下  （休日平均） 熱量250kcal基準
食塩相当量2.0g以下  （休日平均）熱量250kcal基準

食塩相当量2.0g以下  （休日平均）

◎食事療法をされている方は、事前に医療機関にてご相談ください。◎アレルギー物質表記は、別紙にてご用意しております。ご希望の方は、「まごころスタッフ」にお申し付けください。
◎休日の熱量の基準値は平均で±50kcalの範囲としています。

チキンカツ カレーあん ズッキーニ添え
●わかめと野菜のゆず味噌かけ ※ゆず味噌小袋付
●ひじきの炒り煮●キャベツのごま和え
●もやしと高菜のソテー●漬物
熱量 358kcal
たんぱく質14.3g／脂質18.4g／炭水化物33.5g　
食塩相当量3.8g／カリウム629mg／カルシウム90mg

サバの煮付け
●マカロニのトマトクリーム煮
●具沢山卯の花●小松菜ときのこの和え物
●さつま芋の甘煮●漬物
熱量 336kcal
たんぱく質12.4g／脂質14.4g／炭水化物37.7g　
食塩相当量3.2g／カリウム466mg／カルシウム116mg

豚肉と春雨の炒め物
●男爵コロッケ●豆の白和え
●いんげんとたけのこのごま和え
●ほうれん草と薄揚げの和え物●漬物
熱量 420kcal
たんぱく質12.1g／脂質23.8g／炭水化物39.1g　
食塩相当量2.8g／カリウム526mg／カルシウム83mg

豆腐ハンバーグ 玉ねぎペッパーソース
●味噌田楽●切干大根の中華風煮物
●和風ごぼうサラダ
●南瓜とひじきの甘煮●漬物
熱量 350kcal
たんぱく質11.1g／脂質15.7g／炭水化物42.1g　
食塩相当量3.4g／カリウム799mg／カルシウム131mg

サーモンフライ ※ソース小袋付

●豚肉の柳川風
●ほうれん草と白菜の黒ごま和え
●春雨の酢の物●大根と人参の煮物●漬物
熱量 363kcal
たんぱく質15.8g／脂質19.8g／炭水化物28.8g　
食塩相当量2.8g／カリウム510mg／カルシウム98mg

牛すき煮 卵黄ソース
●カニカマの天ぷら ※天つゆ小袋付
●さつま芋のサラダ●卯の花
●金平ごぼう●漬物
熱量 385kcal
たんぱく質12.2g／脂質21.9g／炭水化物32.4g　
食塩相当量3.2g／カリウム566mg／カルシウム73mg

イチオシ

チキン南蛮 ※タルタルソース小袋付

●ふわふわ豆腐 かに風味あんかけ
●野菜とクラゲの中華和え
●小松菜と薄揚げのお浸し●にら玉もやし●漬物
熱量 401kcal
たんぱく質13.7g／脂質26.9g／炭水化物26.9g　
食塩相当量3.8g／カリウム404mg／カルシウム89mg

サケの塩焼き
●肉詰めいなりの煮物●麻婆春雨
●カリフラワーの甘酢漬け●大学芋
●漬物
熱量 352kcal
たんぱく質15.3g／脂質15.5g／炭水化物35.0g　
食塩相当量3.0g／カリウム555mg／カルシウム57mg

玉子焼き 甘酢あん
●肉団子の黒酢ソース●切干大根の煮物
●角切りチーズとキャベツのサラダ
●いんげんのごま和え●漬物
熱量 418kcal
たんぱく質15.1g／脂質24.0g／炭水化物35.6g　
食塩相当量3.6g／カリウム609mg／カルシウム120mg

ヒレカツ ※ソース小袋付

●野菜のクリームがけ●なすのそぼろあん
●ツイストマカロニサラダ●煮豆●漬物

熱量 388kcal
たんぱく質14.2g／脂質19.5g／炭水化物40.0g　
食塩相当量3.5g／カリウム648mg／カルシウム58mg

鶏の唐揚げ
●わかめと野菜のゆず味噌かけ ※ゆず味噌小袋付
●キャベツのごま和え●もやしと高菜のソテー

熱量 384kcal
たんぱく質17.6g／脂質20.2g／炭水化物33.8g　
食塩相当量2.9g／カリウム594mg／カルシウム56mg

玉子焼き 中華風あんかけ
●マカロニのトマトクリーム煮
●小松菜ときのこの和え物
●さつま芋の甘煮
熱量 390kcal
たんぱく質11.1g／脂質19.6g／炭水化物40.4g　
食塩相当量2.7g／カリウム335mg／カルシウム96mg

ハンバーグ トマトソース
ズッキーニ添え
●男爵コロッケ●いんげんとたけのこのごま和え
●ほうれん草と薄揚げの和え物
熱量 466kcal
たんぱく質16.3g／脂質26.2g／炭水化物40.5g　
食塩相当量3.1g／カリウム525mg／カルシウム62mg

イチオシ

サーモンフライ＆エビフライ
※ソース＆タルタルソース小袋付
●味噌田楽●和風ごぼうサラダ
●南瓜とひじきの甘煮

熱量 477kcal
たんぱく質14.6g／脂質25.3g／炭水化物46.8g　
食塩相当量3.1g／カリウム551mg／カルシウム95mg

サバの塩焼き
●豚肉の柳川風
●ほうれん草と白菜の黒ごま和え
●大根と人参の煮物
熱量 445kcal
たんぱく質21.6g／脂質31.4g／炭水化物19.4g　
食塩相当量2.1g／カリウム730mg／カルシウム82mg

牛肉と野菜の甘辛煮
●大根と人参の煮物●具沢山卯の花
●小松菜ときのこの和え物

熱量 219kcal
たんぱく質7.5g／脂質13.0g／炭水化物16.5g　
食塩相当量2.1g／カリウム404mg／カルシウム63mg

肉じゃがコロッケ
●こうや豆腐の煮物
●いんげんと人参のおかか和え
●切干大根と葉大根の炒り煮
熱量 233kcal
たんぱく質7.2g／脂質12.4g／炭水化物23.1g　
食塩相当量1.7g／カリウム323mg／カルシウム74mg

白身魚のフライ ※ソース小袋付

●ほうれん草と玉子の炒め物
●キャベツとウインナーのソテー
●煮豆
熱量 224kcal
たんぱく質9.0g／脂質10.3g／炭水化物25.1g　
食塩相当量1.8g／カリウム391mg／カルシウム43mg

豚肉と玉ねぎの焼肉風
●さつま芋の煮物●にら玉もやし
●金平ごぼう

熱量 219kcal
たんぱく質8.0g／脂質12.3g／炭水化物17.8g　
食塩相当量2.0g／カリウム328mg／カルシウム43mg

サバの味噌煮
●じゃが芋のカレーソース
●カリフラワーとベーコンのソテー
●キャベツのごま和え
熱量 220kcal
たんぱく質7.6g／脂質13.3g／炭水化物16.4g　
食塩相当量1.5g／カリウム387mg／カルシウム34mg
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牛肉と里芋の煮物
●カニカマの天ぷら ※天つゆ小袋付
●卯の花●金平ごぼう

熱量 441kcal
たんぱく質15.1g／脂質25.6g／炭水化物33.1g　
食塩相当量4.2g／カリウム545mg／カルシウム55mg

チキンカツ カレーあん
●ふわふわ豆腐 かに風味あんかけ
●小松菜と薄揚げのお浸し
●にら玉もやし
熱量 394kcal
たんぱく質16.6g／脂質24.8g／炭水化物25.1g　
食塩相当量3.6g／カリウム372mg／カルシウム76mg

ブリの照り焼き
●肉詰めいなりの煮物
●カリフラワーの甘酢漬け●大学芋

熱量 365kcal
たんぱく質16.8g／脂質16.8g／炭水化物33.9g　
食塩相当量2.3g／カリウム500mg／カルシウム46mg

エビチリ
●肉団子の黒酢ソース
●角切りチーズとキャベツのサラダ
●いんげんのごま和え
熱量 433kcal
たんぱく質17.4g／脂質22.4g／炭水化物40.6g　
食塩相当量3.9g／カリウム452mg／カルシウム91mg

豚肉と野菜の炒め物
●野菜のクリームがけ
●ツイストマカロニサラダ●煮豆

熱量 518kcal
たんぱく質15.6g／脂質36.2g／炭水化物30.0g　
食塩相当量3.9g／カリウム712mg／カルシウム58mg

チキンカツ ※ソース小袋付

●豚肉じゃが●白菜と薄揚げの和え物
●いんげんのごま和え

熱量 234kcal
たんぱく質9.1g／脂質14.2g／炭水化物16.4g　
食塩相当量1.6g／カリウム351mg／カルシウム34mg

牛肉の柳川風
●なすのそぼろあん●青菜の和え物
●大根と人参の煮物

熱量 260kcal
たんぱく質8.9g／脂質18.1g／炭水化物13.0g　
食塩相当量1.9g／カリウム407mg／カルシウム48mg

豆腐ハンバーグ 照り焼きソース
●里芋と人参の煮物●切干大根の煮物
●チンゲン菜と薄揚げの和え物

熱量 219kcal
たんぱく質9.0g／脂質11.2g／炭水化物20.6g　
食塩相当量2.3g／カリウム484mg／カルシウム93mg

銀ヒラスの照り焼き風味
●豆腐と野菜の煮物
●ブロッコリーのごま和え
●もやしと高菜のソテー
熱量 200kcal
たんぱく質12.5g／脂質11.6g／炭水化物11.6g　
食塩相当量1.8g／カリウム365mg／カルシウム63mg

豚肉の生姜炒め
●三色いなりの煮物
●小松菜と薄揚げのお浸し
●白菜の和え物
熱量 286kcal
たんぱく質10.6g／脂質21.4g／炭水化物10.6g　
食塩相当量2.1g／カリウム309mg／カルシウム76mg

イチオシ

◎肉類や魚介類は骨に注意して召し上がってください。◎栄養成分値は献立作成時の計算値であり、食材・調理状況により差異が生じる場合があります。目安の数値としてお考えください。
◎都合によりメニューを変更させていただくことがあります。◎上記の電子レンジの温め時間でも冷たい部分がある場合は加熱しすぎに注意して、10秒ずつ追加加熱をしてください。2 3
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