
朝　食 昼　食 夕　食
食パン ポークカレーライス 赤飯
肉団子とﾌﾞﾛｯｺﾘｰの塩炒め アスパラサラダ メヌケのレモン醤油焼
人参サラダ ベジタブルスープ ワカメとエノキの酢の物
牛乳 ヨーグルト・フルーツソース さつま芋の味噌汁

506kcal/19.4ｇ/2.4ｇ 524kcal/19.0ｇ/2.2ｇ 415kcal/20.7ｇ/2.8ｇ

食パン ご飯 ご飯
かぶのスープ煮 アジフライ 鶏肉のさらさ蒸し
パンプキンサラダ 五目煮豆 白菜と油揚の煮物
牛乳 卵のすまし汁 豆腐と水菜の味噌汁

黄桃缶
483kcal/16.9ｇ/2.0ｇ 502kcal/19.7ｇ/2.2ｇ 464kcal/21.2ｇ/2.3ｇ

食パン 🌸桃の節句膳🌸 ご飯
ウインナーの野菜炒め ばら散らし寿司 豚肉の胡麻だれ炒め
インゲンの和風ドレ ｷｬﾍﾞﾂの梅かつお和え さつま芋のきんぴら
牛乳 野菜椀 味噌汁(ほうれん草)

いちごババロア
476kcal/17.6ｇ/2.3ｇ 435kcal/18.7ｇ/2.7ｇ 529kcal/21.2ｇ/2.5ｇ

食パン ご飯 ご飯
青梗菜の豆乳煮 鶏肉の生姜焼 鱈のチーズ焼
オクラのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え 南瓜の甘辛煮 ナスとベーコンのｿﾃｰ
ミルクティー 大根の味噌汁 豆腐と人参のスープ

フルーツカクテル缶
489kcal/18.5ｇ/2.3ｇ 507kcal/17.8ｇ/2.6ｇ 410kcal/22.6ｇ/2.5ｇ

食パン ご飯 ご飯
玉子ロール 豆腐ｽﾃｰｷ・ｷﾉｺｿｰｽ 酢鶏
みかん缶 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの胡麻ﾏﾖ和え もやしの三色炒め
牛乳 里芋の味噌汁 　　　　(小松菜とエビ)

バナナ ｺｰﾝとﾜｶﾒの中華スープ
454kcal/15.0ｇ/1.6ｇ 517kcal/21.1ｇ/2.6ｇ 468kcal/21.7ｇ/2.4ｇ

食パン 牛丼 ご飯
アサリの卵とじ キャベツの甘酢和え 生揚と野菜のそぼろ煮
ほうれん草の和風ドレッシング大豆のスープ 小松菜とエノキの
牛乳 白桃缶 　　　　　辛子和え

オクラの味噌汁
460kcal/22.0ｇ/1.9ｇ 553kcal/17.2ｇ/3.0ｇ 430kcal/19.1ｇ/2.5ｇ

食パン ご飯 ご飯
青梗菜とエビの炒め物 筑前煮 アジの韓国風照焼
お豆のサラダ ﾅｽとｴﾘﾝｷﾞの炒め物 春雨サラダ
牛乳 ﾜｶﾒと水菜の味噌汁 中華ｽｰﾌﾟﾓﾔｼとｷｸﾗｹﾞ

みかん缶
507kcal/21.6ｇ/1.7ｇ 527kcal/18.4ｇ/2.7ｇ 377kcal/18.1ｇ/2.2ｇ

3月　予定献立表　　　　さんホーム目黒

1日
（水）

2日
（木）

3日
（金）

4日
（土）

5日
（日）

6日
（月）

7日
（火）



朝　食 昼　食 夕　食
ご飯 醤油ラーメン ご飯
カブとがんもの煮物 春巻き メヌケのポン酢かけ
納豆 ミカンフルーチェ 炒り豆腐
春菊としいたけの味噌汁 そうめんのすまし汁

478kcal/20.7ｇ/2.6ｇ 527kcal/15.4ｇ/3.2ｇ 396kcal/21.6ｇ/1.8ｇ

食パン ご飯 ご飯
厚焼卵 肉じゃが（豚肉） ホキのｵｰﾛﾗｿｰｽ焼
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ 白菜の酢の物 ｷｬﾍﾞﾂとﾍﾞｰｺﾝのｿﾃｰ
牛乳 玉葱と大根の味噌汁 大豆とほうれん草のｽｰﾌﾟ

リンゴ
492kcal/19.0ｇ/2.0ｇ 512kcal/19.9ｇ/2.4ｇ 413kcal/18.9ｇ/2.3ｇ

食パン ご飯 ご飯
茄子のトマト煮 マスの和風ステーキ 蒸し餃子のさっぱりｿｰｽ
オニオンサラダ カブの梅和え アスパラの卵炒め
牛乳 菜の花と油揚の味噌汁 中華ｽｰﾌ(玉葱・ﾋﾞｰﾝｽﾞ)

フルーツカクテル缶
418kcal/15.9ｇ/1.9ｇ 520kcal/23.8ｇ/2.5ｇ 481kcal/18.0ｇ/3.0ｇ

食パン ご飯 ご飯
チーズオムレツ 揚出し豆腐あんかけ カレイの旨煮
ポテトサラダ キャベツの柚子香和え ひじきサラダ
ココア とろろ昆布のすまし汁 アサリの味噌汁

ﾖｰｸﾞﾙﾄ和え(ﾏﾝｺﾞｰ)
531kcal/16.3ｇ/2.3ｇ 501kcal/16.3g/1.9ｇ 421kcal/25.2ｇ/2.5ｇ

食パン ご飯 ご飯
白菜のミルク煮 鶏肉のカレー風味焼 つみれとﾚﾝｺﾝの煮物
ポパイサラダ ﾅｽとｶﾞﾝﾓの煮物 もやしの和風炒め
牛乳 じゃが芋の味噌汁 豆腐のすまし汁

黄桃缶
445kcal/17.4ｇ/2.0ｇ 534kcal/21.0ｇ/2.7ｇ 469kcal/19.3ｇ/2.5ｇ

食パン ご飯 ご飯
カリフラワーのスープ煮 ネギ塩チキン 魚のマヨマスタード焼
さつま芋サラダ キャベツの甘酢和え 切昆布と大豆の煮物
牛乳 オクラと麩の味噌汁 ﾜｶﾒと素麺のすまし汁

フルーツカクテル缶
515kcal/19.3g/2.2g 480kcal/20.5g/2.5ｇ 413kcal/19.0g/2.8g

食パン ご飯 ご飯
魚肉ｿｰｾｰｼﾞの野菜炒め 八宝菜 ブリと大根の甘辛炊き
きのこマリネ 大根のゆかり和え 人参と青梗の胡麻和え
牛乳 春雨とニラの中華ｽｰﾌﾟ 味噌汁(ﾓﾔｼ・ｴﾉｷ)

みかん缶
457kcal/15.3ｇ/2.1ｇ 511kcal/23.6g/2.7ｇ 434kcal/19.0g/2.3ｇ

ご飯 ハヤシライス(豚肉) ご飯
高野豆腐の卵とじ 枝豆サラダ 白身フライ
ほうれん草のｼﾗｽ和え きのこスープ フキと筍のおかか煮
味噌汁
(さつま芋・人参)

和梨缶 すまし汁
(アサリ・ネギ)

402kcal/14.3g/2.4ｇ 560kcal/24.8g/2.5g 442kcal/18.7g/2.5g

11日
（土）

8日
（水）

9日
（木）

10日
（金）

12日
（日）

13日
（月）

14日
（火）

15日
（水）



朝　食 昼　食 夕　食
食パン スパゲティミートソース ご飯
鶏と野菜の炒め物 ｷｬﾍﾞﾂとﾋﾟｰﾏﾝのマリネ サワラのレモン醤油焼
もやしの胡麻ドレ トマトスープ かぶの煮物
ジョア ヨーグルト和え(黄桃缶) 味噌汁(里芋)

423kcal/17.4g/2.0g 501kcal/18.8g/3.1g 476kcal/22.1g/2.4g

食パン ★選択食★ ご飯
チリビーンズ Ａ：豚肉と茸の赤ﾜｲﾝ煮 豆腐の海老あんかけ
人参サラダ B：卵とトマトの炒め物 ほうれん草の炒め物
牛乳 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾁｰｽﾞｻﾗﾀﾞ 味噌汁(小松菜・人参)

コンソメスープ
リンゴ缶

487kcal/18.3g/2.2g 522kcal/18.5g/2.4g 415kcal/21.7g/2.4g

食パン ご飯 ご飯
茄子と豚ひき肉のソテー メヌケの生姜煮 イタリアンオムレツ
白菜と胡瓜のサラダ レンコンきんぴら ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙのｺﾝｿﾒ煮
牛乳 味噌汁(春菊・ｴﾉｷ茸) 野菜ミルクスープ

白桃缶
466kcal/18.0g/1.8g 443kcal/20.3g/2.7g 495kcal/20.4g/3.0g

食パン ご飯 ご飯
ウインナーソテー 豚肉と野菜の味噌炒め 大根とつみれの煮物
マンゴー缶 ほうれん草の磯和え カリフラワー炒め
牛乳 すまし汁(卵・水菜) 味噌汁(豆腐）

パイナップル
500kcal/15.9g/1.8g 498kcal/23.6g/2.1g 427kcal/18.5g/3.3g

食パン ご飯 ご飯
玉子ロール 豆腐ｽﾃｰｷそぼろあん サバの塩焼き
小松菜とハムのサラダ ｵｸﾗとｶﾆｶﾏの和え物 ｾﾞﾝﾏｲとｻﾂﾏ揚げの煮物
牛乳 味噌汁(しめじ・ニラ) すまし汁(菜の花・椎茸)

パイン缶
464kcal/16.4g/2.0g 474kcal/20.6g/2.1g 468kcal/20.9g/2.4g

食パン ご飯 ご飯
イカ団子と豆のｽｰﾌﾟ煮 魚のハーブグリル 肉野菜炒め
青菜の青じそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和えキャベツのマリネ ミニコロッケ
牛乳 コンソメスープ(大根) 味噌汁(ｵｸﾗ・ﾈｷﾞ)

マンゴー缶
451kcal/22.6g/2.6g 468kcal/18.6g/1.9g 492kcal/17.8g/2.7g

ご飯 ご飯 ご飯
薩摩揚と大根の煮物 牛肉とｴﾘﾝｷﾞｵｲｽﾀｰ炒め アジの若菜蒸
ｻｻﾐ・ｷｬﾍﾞﾂの和え物 春雨サラダ さつま芋と豆の煮物
すまし汁(アサリ) ワカメスープ 味噌汁(卵・大根)

パイナップル
352kcal/17.2g/2.9g 559kcal/17.8g/2.5g 489kcal/23.0g/1.9g

食パン ★戦国武将物語　愛知★ ご飯
ｲﾝｹﾞﾝとﾂﾅの炒め物 信長ごはん 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ・茸ｿｰｽ
スパゲティサラダ タラの葱味噌焼 インゲンのソテー
牛乳 フキと筍の煮物 すまし汁(人参・青梗菜)

煮酢和え、水羊羹
490kcal/17.9g/2.1g 524kcal/24.4g/3.0g 398kcal/16.0g/2.4g

23日
（木）

16日
（木）

17日
（金）

18日
（土）

19日
（日）

20日
（月）

21日
（火）

22日
（水）



朝　食 昼　食 夕　食
食パン ご飯 ご飯
豆乳スープ えび玉のチリソース 豚肉と大根の甘辛煮
オニオンサラダ ｷｬﾍﾞﾂのﾅﾑﾙ ほうれん草の炒め物
ジョア 中華スープ(豆腐) 味噌汁(ﾅｽ・油揚)

黄桃缶
450kcal/18.7g/2.7g 476kcal/20.2g/2.6g 480kcal/20.7g/2.3g

食パン ご飯 ご飯
ジャーマンポテト 鶏肉のパン粉焼 魚のﾏﾖﾈｰｽﾞ焼
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ 青菜の卵とじ ｶﾌﾞとｶﾞﾝﾓの煮物
牛乳 スープ(白菜・ﾏｶﾛﾆ) 味噌汁(ｲﾝｹﾞﾝ・ﾏｲﾀｹ)

みかん缶
473kcal/16.5g/2.0g 544kcal/22.0g/2.1g 429kcal/19.3g/2.6g

食パン 菜の花そば(温) ご飯
ﾁｰｽﾞ入りｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ ひじき炒り豆腐 ホキの磯辺揚
洋梨缶 りんごヨーグルト 里芋の含め煮
牛乳 味噌汁

(玉ねぎ・ほうれん草)
543kcal/16.6g/1.6g 453kcal/25.2g/2.8g 431kcal/18.2g/2.6g

食パン ご飯 ご飯
ほうれん草の卵とじ ブリのｶﾚｰﾑﾆｴﾙ ﾁｷﾝｿﾃｰ茸ﾊﾞﾀｰ醤油
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰと南瓜のｻﾗﾀﾞ ﾚﾝｺﾝのﾍﾞｰｺﾝ炒め 青梗菜のポン酢和え
ヨーグルト コンソメスープ 味噌汁

パイン缶
408kcal/13.0g/1.1g 585kcal/24.4g/2.3g 431kcal/20.3g/2.8g

食パン 焼きそば ご飯
カリフラワーのトマト煮 シューマイ ひじき入り卵焼き
インゲンのサラダ ワカメスープ 里芋のそぼろ煮
牛乳 ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ 味噌汁

(麩・ほうれん草)
427kcal/18.3g/1.6g 569kcal/20.7g/3.1g 443kcal/18.7g/2.6g

ご飯 ご飯 ご飯
海老団子と野菜の炒め煮 チキンカツ 鱈のバター醤油焼
納豆 じゃが芋のｺﾝｿﾒｿﾃｰ ﾓﾔｼとﾆﾗの炒め物
味噌汁(ｵｸﾗ・玉ねぎ) ｽｰﾌﾟ(豆腐・青梗菜） かきたま汁

みかん缶
506kcal/19.4ｇ/2.4ｇ 524kcal/19.0ｇ/2.2ｇ 415kcal/20.7ｇ/2.8ｇ

食パン ご飯 ご飯
ミートオムレツ 海老と生揚げのﾁﾘｿｰｽ 鶏肉の梅肉焼
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの青じそﾄﾞﾚ 小松菜の中華ｻﾗﾀﾞ ﾌｷと油揚げの煮物
牛乳 中華スープ 味噌汁(なめこ・玉ねぎ)

和梨缶
483kcal/16.9ｇ/2.0ｇ 502kcal/19.7ｇ/2.2ｇ 464kcal/21.2ｇ/2.3ｇ

食パン ご飯 ご飯
鶏と野菜の炒め物 ﾎｷのﾌﾘｯﾀｰｵｰﾛﾗｿｰｽ 肉団子の野菜あんかけ
南瓜のサラダ 人参サラダ 切り干し大根の煮物
ジョア 豆乳スープ 味噌汁(里芋・ﾆﾗ)

パイン缶
476kcal/17.6ｇ/2.3ｇ 435kcal/18.7ｇ/2.7ｇ 529kcal/21.2ｇ/2.5ｇ

30日
（木）

31日
（金）

※献立下の数字はカロリー/タンパク質/食塩相当量

28日
（火）

29日
（水）

24日
（金）

25日
（土）

26日
（日）

27日
（月）


