
加熱後は容器が熱くなる場合がありますので、レンジから取り出す際は、やけどにご注意ください。

【鰆
さわら

】
魚偏に春と書く「鰆」は、春が旬の魚だと思わ
れがちですが、実は関東と関西で旬が違いま
す。鰆は冬に脂が乗り、春に産卵をします。関
西では産卵のために瀬戸内海に集まった鰆
を獲り、白子や真子とともに食べる食文化が
あり、最も漁獲量の多い春が旬。関東では冬
に獲れる脂が乗った鰆の白身を楽しむため、
「寒

かんざわら

鰆」と呼び、12～2月を旬としています。鰆
は冠婚葬祭や懐石料理に使われる高級魚。
西京漬けや照り焼き、塩焼きも絶品です。

旬の便り
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◎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。◎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。

◎肉類や魚介類は骨に注意してお召し上がりください。◎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。

同じセット探し
まごころ
ド リ ル

見本のセットと同じ内容のセットは①～③のうちどれでしょう？
番号で答えてください。

出題：スカイネットコーポレーション

答えは
P.4の下に
あります

解答：③ 同じセット探しの答え： ③

① ②フォークが１本多い コーヒーカップが水筒に

見本

答え

① ② ③

解答：③ 同じセット探しの答え： ③

① ②フォークが１本多い コーヒーカップが水筒に

見本

答え

① ② ③

500W 約1分半  800W 約1分電子レンジの
温め時間の目安

500W 約1分半  800W 約1分電子レンジの
温め時間の目安

500W 約1分  800W 約45秒電子レンジの
温め時間の目安

3/16 週3/9 週3/16 週3/9 週 3/16 週3/9 週

献立表 献立表 献立表
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21
（土）

カレイの甘酢だれ
●里芋となすの野菜味噌
●豆腐そぼろの炒り煮●コールスローサラダ
●いんげんとコーンの炒め物
熱量 338kcal
たんぱく質15.4g／脂質17.2g／炭水化物31.6g　
食塩相当量3.6g／カリウム666ｍｇ／カルシウム113ｍｇ

土曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

3

22
（日）

鶏肉のデミソース
●がんもどきと南瓜の煮物
●ほうれん草ときのこのごま浸し
●ブロッコリーと玉子のサラダ●キャベツの塩昆布和え
熱量 344kcal
たんぱく質18.0g／脂質19.2g／炭水化物26.0g　
食塩相当量3.0g／カリウム602ｍｇ／カルシウム70ｍｇ

日曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

チキンのカレーソース
●ゆで豚とわかめの温サラダ ※ごまドレッシング小袋付
●大豆サラダ
●チンゲン菜と薄揚げの和え物

熱量 450kcal
たんぱく質23.4g／脂質31.2g／炭水化物20.1g　
食塩相当量3.4g／カリウム596ｍｇ／カルシウム78ｍｇ

3

9
（月）

エビカツ
●肉団子の甘酢あん
●マカロニのクリーム煮
●金平ごぼう

熱量 228kcal
たんぱく質10.4g／脂質9.9g／炭水化物23.8g　
食塩相当量1.7g／カリウム285ｍｇ／カルシウム56ｍｇ

3

9
（月）

豚肉の香味ソース
●イカフライ●なすのそぼろあん
●玉子とカリフラワーのサラダ
●いんげんのごま和え

熱量 423kcal
たんぱく質14.0g／脂質32.4g／炭水化物18.7g　
食塩相当量1.8g／カリウム435ｍｇ／カルシウム44ｍｇ

3

10
（火）

サンマの煮付け
●肉しゅうまい
●切干大根の煮物
●和風ポテトサラダ●煮豆

熱量 419kcal
たんぱく質17.0g／脂質25.6g／炭水化物31.5g　
食塩相当量2.9g／カリウム741ｍｇ／カルシウム108ｍｇ

3

11
（水）

和風ハンバーグ
●ゆで野菜のマヨソース
●さつま芋のレモン風味
●竹の子の姫皮とわかめの和え物
●小松菜と薄揚げのお浸し
熱量 347kcal
たんぱく質15.0g／脂質13.9g／炭水化物41.3g　
食塩相当量2.8g／カリウム509ｍｇ／カルシウム107ｍｇ

3

12
（木）

鶏肉のごま照り焼き
●じゃが芋のカレーソース
●春雨のニラ玉炒め
●ほうれん草のサラダ●金平ごぼう

熱量 402kcal
たんぱく質18.3g／脂質22.1g／炭水化物32.8g　
食塩相当量3.2g／カリウム694ｍｇ／カルシウム74ｍｇ

3

13
（金）

白身魚の西京焼き
●豚しゃぶ梅風味
●ほうれん草と玉子の炒め物
●豆豆サラダ●人参と薄揚げの金平

熱量 333kcal
たんぱく質15.4g／脂質22.3g／炭水化物22.1g　
食塩相当量3.5g／カリウム531ｍｇ／カルシウム98ｍｇ

3

16
（月）

肉じゃがコロッケ
●春雨と玉子の中華風
●キャベツと椎茸の中華風浸し
●蒸し鶏とザーサイの和え物
●いんげんと人参のおかか和え
熱量 342kcal
たんぱく質10.1g／脂質18.7g／炭水化物33.9g　
食塩相当量2.9g／カリウム431ｍｇ／カルシウム69ｍｇ

3

17
（火）

白身魚の青じそソース
●肉団子のトマトソース
●ほうれん草の白和え
●キャベツのマリネ●切干大根と葉大根の炒り煮

熱量 332kcal
たんぱく質17.5g／脂質13.8g／炭水化物34.9g　
食塩相当量3.7g／カリウム685ｍｇ／カルシウム106ｍｇ

3

19
（木）

牛肉のオイスター炒め
●クリームコロッケ●豆腐と野菜の煮物
●さつま芋と切り昆布の煮物
●大根と人参の煮物
熱量 423kcal
たんぱく質13.4g／脂質26.0g／炭水化物32.0g　
食塩相当量2.9g／カリウム591ｍｇ／カルシウム80ｍｇ

祝日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

3

20
（金）

豚肉の柳川風
●イカフライ
●玉子とカリフラワーのサラダ
●いんげんのごま和え

熱量 534kcal
たんぱく質20.2g／脂質39.4g／炭水化物22.6g　
食塩相当量2.2g／カリウム516ｍｇ／カルシウム51ｍｇ

3

10
（火）

サバの塩焼き
●肉しゅうまい
●和風ポテトサラダ
●煮豆

熱量 501kcal
たんぱく質23.3g／脂質37.2g／炭水化物19.7g　
食塩相当量1.9g／カリウム674ｍｇ／カルシウム106ｍｇ

3

11
（水）

牛肉と野菜の五目炒め
●ゆで野菜のマヨソース
●さつま芋のレモン風味
●小松菜と薄揚げのお浸し

熱量 365kcal
たんぱく質13.1g／脂質20.3g／炭水化物31.6g　
食塩相当量3.0g／カリウム688ｍｇ／カルシウム121ｍｇ

3

12
（木）

エビカツ 和風あん
●豚しゃぶ梅風味
●豆豆サラダ
●人参と薄揚げの金平

熱量 454kcal
たんぱく質17.7g／脂質28.7g／炭水化物34.7g　
食塩相当量3.5g／カリウム447ｍｇ／カルシウム83ｍｇ

3

16
（月）

白身魚の香味ソース
●三色いなりの煮物
●人参の粒マスタードサラダ
●ブロッコリーのごま和え

熱量 375kcal
たんぱく質18.2g／脂質22.7g／炭水化物24.5g　
食塩相当量2.6g／カリウム585ｍｇ／カルシウム84ｍｇ

3

18
（水）

サーモンのちゃんちゃん焼き風
●肉団子のトマトソース
●ほうれん草の白和え
●切干大根と葉大根の炒り煮

熱量 451kcal
たんぱく質20.2g／脂質19.8g／炭水化物49.0g　
食塩相当量3.9g／カリウム908ｍｇ／カルシウム107ｍｇ

3

19
（木）

春分の日
3

20
（金）

サバの味噌煮
●南瓜とさつま芋の煮物
●ブロッコリーとコーンのソテー
●チンゲン菜と人参のナムル

熱量 209kcal
たんぱく質9.8g／脂質11.5g／炭水化物16.9g　
食塩相当量1.6g／カリウム331ｍｇ／カルシウム75ｍｇ

3

10
（火）

牛すき煮
●こうや豆腐と人参の炊き合わせ
●ニラ玉もやし
●いんげんのごま和え

熱量 245kcal
たんぱく質9.5g／脂質15.0g／炭水化物16.5g　
食塩相当量2.2g／カリウム416ｍｇ／カルシウム59ｍｇ

3

11
（水）

豚肉と玉子の炒め和え
●なすのそぼろあん
●卯の花
●ブロッコリーのごま和え

熱量 314kcal
たんぱく質10.4g／脂質22.9g／炭水化物15.9g　
食塩相当量2.3g／カリウム377ｍｇ／カルシウム49ｍｇ

3

13
（金）

豚肉と春雨の炒め物
●すり身団子とじゃが芋の煮物
●いんげんとたけのこの和え物
●キャベツと高菜の炒め物

熱量 221kcal
たんぱく質5.9g／脂質12.4g／炭水化物21.7g　
食塩相当量2.2g／カリウム352ｍｇ／カルシウム47ｍｇ

3

16
（月）

銀ヒラスの照り焼き風味
●がんもどきとこんにゃくの煮物
●ほうれん草とコーンの炒め物
●さつま芋の甘煮

熱量 228kcal
たんぱく質11.1g／脂質9.9g／炭水化物22.7g　
食塩相当量1.9g／カリウム450ｍｇ／カルシウム54ｍｇ

3

17
（火）

鶏肉の甘酢だれ
●こうや豆腐のあっさり煮
●ほうれん草とツナのお浸し
●チンゲン菜と薄揚げの和え物

熱量 227kcal
たんぱく質10.5g／脂質14.5g／炭水化物14.3g　
食塩相当量1.9g／カリウム292ｍｇ／カルシウム68ｍｇ

3

19
（木）

春分の日
3

20
（金）

3

9
（月）

エビチリ

●ゆで豚とわかめの温サラダ ※ごまドレッシング小袋付
●蓮根とこんにゃくの金平
●大豆サラダ●チンゲン菜と薄揚げの和え物

熱量 361kcal
たんぱく質11.9g／脂質24.6g／炭水化物24.1g　
食塩相当量2.8g／カリウム425ｍｇ／カルシウム90ｍｇ

豆板醤をきかせたチリソースが味の決め手！

3

18
（水）

豚肉と玉ねぎの焼肉風

●三色いなりの煮物●人参の粒マスタードサラダ
●マカロニの玉子クリーム●ブロッコリーのごま和え

熱量 440kcal
たんぱく質14.5g／脂質31.8g／炭水化物23.6g　
食塩相当量3.2g／カリウム465ｍｇ／カルシウム76ｍｇ

3

13
（金）

油
ユーリンチー

淋 鶏(鶏の唐揚げ 酢じょうゆだれ)

●じゃが芋のカレーソース
●ほうれん草のサラダ●金平ごぼう

熱量 489kcal
たんぱく質20.4g／脂質26.9g／炭水化物42.0g　
食塩相当量3.9g／カリウム710ｍｇ／カルシウム58ｍｇ

3

17
（火）

豚肉のねぎ塩＆チキンハンバーグ

●春雨と玉子の中華風
●蒸し鶏とザーサイの和え物
●いんげんと人参のおかか和え
熱量 503kcal
たんぱく質18.0g／脂質35.3g／炭水化物27.8g　
食塩相当量4.4g／カリウム513ｍｇ／カルシウム69ｍｇ

3

12
（木）

チキンカツ 和風カレーあん

●春雨の炒め物
●小松菜と薄揚げのお浸し
●いんげんとコーンの炒め物

熱量 218kcal
たんぱく質9.1g／脂質12.4g／炭水化物17.6g　
食塩相当量2.1g／カリウム248ｍｇ／カルシウム53ｍｇ

ご飯にのせても楽しめます♪

3

18
（水）

ひじきコロッケ

●麻婆豆腐●彩り切干大根
●人参と薄揚げの金平

熱量 205kcal
たんぱく質7.0g／脂質10.1g／炭水化物25.8g　
食塩相当量1.5g／カリウム348ｍｇ／カルシウム43ｍｇ

※サンマの骨は軟らかく仕上げてありますが、ご注意ください。

3

15
（日）

エビフライ＆アジ梅しそフライ ※タルタルソース小袋付
●枝豆いなりの煮物
●じゃが芋とウインナーの炒め物
●ブロッコリーとコーンのソテー
●ほうれん草とツナのお浸し
熱量 359kcal
たんぱく質13.1g／脂質22.9g／炭水化物25.9g　
食塩相当量3.2g／カリウム403ｍｇ／カルシウム80ｍｇ

日曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

3

14
（土）

サーモンの塩焼き
●豚肉じゃが
●ブロッコリーとツナのサラダ
●マカロニのクリーム煮●大豆ひじき
熱量 407kcal
たんぱく質20.8g／脂質24.5g／炭水化物25.9g　
食塩相当量2.9g／カリウム675ｍｇ／カルシウム87ｍｇ

土曜日は、日替わり７日間コースのみのお届けです。

カルシウム・鉄・食物繊維などが豊富なひ
じきを和風味のコロッケに仕上げました。

1度で味の異なる2種類を召し上がれる、
ボリューム満点の主菜です！

隠し味に、ポン酢を加え、まろやかな味わ
いに仕上げています。

揚げた鶏肉に、刻んだ長ねぎとしょうゆ
ベースのタレをかけた中華料理です。

イチオシ イチオシ

イチオシ
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