
鰹節は鰹の身を煮て、燻して、乾燥させ、カビ
付けと日干しを繰り返し、発酵させて作る世
界で一番堅い食品です。室町時代には保
存食として鰹を干して食べていたといわれま
すが、カビ付けをしてカチカチになるまで水分
を抜くようになったのは江戸時代。発酵の過
程でうま味成分のイノシン酸が大量に生ま
れ、削って煮出すとおいしいだし汁が取れま
す。冷や奴やお浸し、おにぎりの具にも欠か
せない和食の基本食材です。

【鰹
かつお

節
ぶし

】
和食 の

いろは
三字熟語交差

まごころ
ド リ ル

例のように、タテ・ヨコに三字熟語ができるよう、
リストの漢字を空欄に入れてください。
最後にリストに残った３つの漢字でできる熟語を答えてください。

【例】 【例の解答】

豆 識黒 豆
未 大知 未知数 答え

数柱 識 大黒柱

【三字熟語交差の解答】

答え

リスト

答え

リスト花 南
山 可

円 羅
撲 感

半子一
場張生
球吹相
団緊肉
雪腕色

花 南
山吹色 生半可
雪 球

腕 緊
円相場 一張羅
撲 感 肉団子

答えは
P.4の下に
あります

出題：スカイネットコーポレーション

【例】 【例の解答】

豆 識黒 豆
未 大知 未知数 答え

数柱 識 大黒柱

【三字熟語交差の解答】

答え

リスト

答え

リスト花 南
山 可

円 羅
撲 感

半子一
場張生
球吹相
団緊肉
雪腕色

花 南
山吹色 生半可
雪 球

腕 緊
円相場 一張羅
撲 感 肉団子
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◎卵、豆類、肉類、魚介類などの食材や別添の小袋は電子レンジの過加熱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。

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
温め時間の目安献立表 献立表 献立表

3/30 週3/23 週3/30 週3/23 週 3/30 週3/23 週

3

23
（月）

豚肉と春雨の炒め物
●餃子●花野菜のポテトサラダ
●ほうれん草と薄揚げの和え物
●いんげんとたけのこの和え物

熱量 388kcal
たんぱく質10.7g／脂質23.5g／炭水化物33.6g　
食塩相当量2.3g／カリウム461ｍｇ／カルシウム88ｍｇ

3

24
（火）

サバの味噌煮
●マカロニのトマトクリーム煮

●豆の白和え●さつま芋の甘煮
●小松菜ときのこの和え物
熱量 334kcal
たんぱく質13.9g／脂質10.3g／炭水化物45.6g　
食塩相当量2.5g／カリウム594ｍｇ／カルシウム85ｍｇ

3

25
（水）

チキンカツ カレーあん
●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●マカロニの真砂和え
●キャベツのごま和え

熱量 378kcal
たんぱく質14.9g／脂質19.2g／炭水化物35.9g　
食塩相当量3.5g／カリウム535ｍｇ／カルシウム79ｍｇ

3

26
（木）

豆腐ハンバーグ 照り焼きソース
●南瓜のミートソースがけ
●切干大根の中華風煮物
●和風ごぼうサラダ●昆布豆

熱量 410kcal
たんぱく質13.5g／脂質21.0g／炭水化物42.8g　
食塩相当量2.6g／カリウム715ｍｇ／カルシウム117ｍｇ

3

27
（金）

サーモンフライ  ホワイトソースがけ
●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
●チンゲン菜と人参のナムル
熱量 381kcal
たんぱく質16.0g／脂質23.5g／炭水化物26.5g　
食塩相当量2.3g／カリウム510ｍｇ／カルシウム110ｍｇ

3

28
（土）

豚肉となすの味噌炒め
●鶏団子と野菜の炊き合わせ
●きのこと野菜のガーリックソテー
●ポテトサラダ●枝豆のおかか和え
熱量 360kcal
たんぱく質15.0g／脂質21.5g／炭水化物26.1g　
食塩相当量3.2g／カリウム701ｍｇ／カルシウム47ｍｇ

土曜日は、日替わり7日間コースのみのお届けです。

3

29
（日）

エビとイカの塩だれ和え
●大根と豚肉の煮物
●ごぼうと人参の炒り煮
●シェルマカロニサラダ●南瓜の甘辛だれ
熱量 375kcal
たんぱく質14.1g／脂質23.7g／炭水化物27.1g　
食塩相当量2.8g／カリウム733ｍｇ／カルシウム65ｍｇ

日曜日は、日替わり7日間コースのみのお届けです。

3

30
（月）

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
●ひじきと蓮根の炒り煮●金平ごぼう

熱量 401kcal
たんぱく質11.6g／脂質23.3g／炭水化物34.8g　
食塩相当量2.8g／カリウム617ｍｇ／カルシウム78ｍｇ

3

31
（火）

チキン南蛮 ※タルタルソース小袋付

●ふわふわ豆腐のあんかけ
●野菜とクラゲの中華和え
●ニラ玉もやし●小松菜と薄揚げのお浸し

熱量 402kcal
たんぱく質12.5g／脂質27.5g／炭水化物26.8g　
食塩相当量3.4g／カリウム397ｍｇ／カルシウム67ｍｇ

4

1
（水）

サーモンの塩焼き
●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

熱量 321kcal
たんぱく質15.7g／脂質13.0g／炭水化物34.1g　
食塩相当量2.5g／カリウム539ｍｇ／カルシウム62ｍｇ

4

2
（木）

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
熱量 414kcal
たんぱく質14.9g／脂質23.9g／炭水化物34.6g　
食塩相当量3.3g／カリウム581ｍｇ／カルシウム109ｍｇ

4

3
（金）

ヒレカツ デミグラスソース
●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

熱量 375kcal
たんぱく質14.3g／脂質20.0g／炭水化物34.8g　
食塩相当量2.8g／カリウム617ｍｇ／カルシウム55ｍｇ

4

4
（土）

イワシの梅煮
●肉しゅうまい●蒸し鶏と切干大根のサラダ
●さつま芋のごま和え●ひじきとコーンの炒り煮

熱量 356kcal
たんぱく質14.1g／脂質18.5g／炭水化物33.5g　
食塩相当量3.2g／カリウム714ｍｇ／カルシウム126ｍｇ

土曜日は、日替わり7日間コースのみのお届けです。

4

5
（日）

鶏肉の玉子あん
●がんもどきの煮物
●じゃが芋と山菜の金平
●いんげんの味噌ピー和え●三色煮豆
熱量 346kcal
たんぱく質19.3g／脂質16.6g／炭水化物30.5g　
食塩相当量2.9g／カリウム852ｍｇ／カルシウム81ｍｇ

日曜日は、日替わり7日間コースのみのお届けです。

3

23
（月）

鶏の唐揚げ　
●餃子
●ほうれん草と薄揚げの和え物
●いんげんとたけのこの和え物

熱量 382kcal
たんぱく質20.1g／脂質21.5g／炭水化物27.3g　
食塩相当量2.4g／カリウム628ｍｇ／カルシウム51ｍｇ

3

24
（火）

玉子焼き 中華風あんかけ
●マカロニのトマトクリーム煮
●さつま芋の甘煮
●小松菜ときのこの和え物

熱量 396kcal
たんぱく質11.1g／脂質19.3g／炭水化物42.4g　
食塩相当量2.5g／カリウム336ｍｇ／カルシウム77ｍｇ

3

25
（水）

サーモンフライ＆エビフライ ※タルタルソース小袋付

●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

熱量 413kcal
たんぱく質15.4g／脂質22.7g／炭水化物37.2g　
食塩相当量3.0g／カリウム418ｍｇ／カルシウム89ｍｇ

3

26
（木）

サバの照り焼き
●南瓜のミートソースがけ
●和風ごぼうサラダ
●昆布豆

熱量 421kcal
たんぱく質17.6g／脂質26.0g／炭水化物30.6g　
食塩相当量2.0g／カリウム750ｍｇ／カルシウム61ｍｇ

3

27
（金）

デミグラスハンバーグ
●豚肉の柳川風
●春雨の酢の物
●チンゲン菜と人参のナムル

熱量 432kcal
たんぱく質19.1g／脂質27.6g／炭水化物27.2g　
食塩相当量3.3g／カリウム528ｍｇ／カルシウム65ｍｇ

3

30
（月）

牛肉と里芋の煮物
●カニカマの天ぷら ※天つゆ小袋付
●さつま芋のサラダ
●金平ごぼう

熱量 470kcal
たんぱく質14.3g／脂質27.8g／炭水化物36.2g　
食塩相当量4.0g／カリウム513ｍｇ／カルシウム44ｍｇ

3

31
（火）

チキンカツ カレーあん
●ふわふわ豆腐のあんかけ
●ニラ玉もやし
●小松菜と薄揚げのお浸し

熱量 391kcal
たんぱく質15.6g／脂質25.3g／炭水化物25.2g　
食塩相当量3.5g／カリウム375ｍｇ／カルシウム55ｍｇ

4

1
（水）

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15.2g／脂質16.4g／炭水化物36.9g　
食塩相当量2.3g／カリウム466ｍｇ／カルシウム67ｍｇ

4

2
（木）

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 432kcal
たんぱく質17.6g／脂質22.4g／炭水化物40.9g　
食塩相当量3.8g／カリウム452ｍｇ／カルシウム91ｍｇ

4

3
（金）

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 530kcal
たんぱく質15.5g／脂質39.8g／炭水化物27.6g　
食塩相当量3.7g／カリウム712ｍｇ／カルシウム58ｍｇ

3

23
（月）

サンマの煮付け
●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 224kcal
たんぱく質9.8g／脂質13.5g／炭水化物16.6g　
食塩相当量1.6g／カリウム370ｍｇ／カルシウム40ｍｇ

3

24
（火）

肉じゃがコロッケ
●こうや豆腐の煮物

●切干大根とザーサイの中華風
●いんげんと人参のおかか和え
熱量 225kcal
たんぱく質7.1g／脂質11.6g／炭水化物23.2g　
食塩相当量1.6g／カリウム340ｍｇ／カルシウム82ｍｇ

3

25
（水）

豚肉と玉ねぎの焼肉風
●さつま芋の煮物
●ニラ玉もやし
●金平ごぼう

熱量 226kcal
たんぱく質7.6g／脂質14.1g／炭水化物17.4g　
食塩相当量1.9g／カリウム328ｍｇ／カルシウム43ｍｇ

3

26
（木）

白身魚フライ ※タルタルソース小袋付

●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 272kcal
たんぱく質9.5g／脂質17.1g／炭水化物20.8g　
食塩相当量1.7g／カリウム378ｍｇ／カルシウム47ｍｇ

3

27
（金）

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

熱量 235kcal
たんぱく質8.0g／脂質13.7g／炭水化物18.3g　
食塩相当量2.3g／カリウム425ｍｇ／カルシウム66ｍｇ

3

30
（月）

豆腐ハンバーグ 照り焼きソース
●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 244kcal
たんぱく質10.7g／脂質15.0g／炭水化物16.7g　
食塩相当量2.0g／カリウム391ｍｇ／カルシウム62ｍｇ

3

31
（火）

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 268kcal
たんぱく質9.4g／脂質18.8g／炭水化物13.5g　
食塩相当量1.9g／カリウム435ｍｇ／カルシウム45ｍｇ

4

1
（水）

味噌チキンカツ
●里芋と人参の煮物
●切干大根の煮物
●チンゲン菜と人参のナムル

熱量 236kcal
たんぱく質8.2g／脂質12.1g／炭水化物24.2g　
食塩相当量2.1g／カリウム453ｍｇ／カルシウム54ｍｇ

4

2
（木）

サーモンの塩焼き
●豆腐と野菜の煮物

●もやしと高菜のソテー
●ブロッコリーのごま和え
熱量 182kcal
たんぱく質13.1g／脂質10.8g／炭水化物8.3g　
食塩相当量1.6g／カリウム350ｍｇ／カルシウム64ｍｇ

4

3
（金）

豚肉の生姜炒め
●三色いなりの煮物
●蓮根とこんにゃくの金平
●小松菜と薄揚げのお浸し

熱量 313kcal
たんぱく質10.0g／脂質24.1g／炭水化物13.1g　
食塩相当量2.2g／カリウム318ｍｇ／カルシウム65ｍｇ

ペンネによく絡んだ濃厚クリーミーな
トマトクリームはエビと相性抜群！

甘辛い蜜が絡んだ大学芋は、子供にも
大人にも人気です。食後にどうぞ♪

人気のサーモンとエビを組み合わせ、フライ
にしました。タルタルソースと相性バッチリ！

玉ねぎ、マッシュルーム・ベーコン・生クリームを
加え、コクのあるクリームソースに仕上げました。

「畑の肉」と言われる大豆の成分を抽出・濃縮したこう
や豆腐は、植物性たんぱく質を含む良質の食材です。

豆腐に鶏ひき肉・干し椎茸の旨みやだし
をきかせ、炒り豆腐風に仕上げました。

※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。

※イワシの骨は軟らかく仕上げてありますが、ご注意ください。

イチオシ

イチオシ イチオシ

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