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2022年2月献立表 別途事業所によってはおやつの提供あり

朝

昼

夕

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1528kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1508kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1567kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1495kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1585kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1591kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1536kcal

蛋白質 71.3ｇ 蛋白質 61.8ｇ 蛋白質 63ｇ 蛋白質 61.5ｇ 蛋白質 62.6ｇ 蛋白質 62.7ｇ 蛋白質 64.8ｇ

脂質 36.9ｇ 脂質 39.5ｇ 脂質 42.6ｇ 脂質 34ｇ 脂質 37.6ｇ 脂質 40.6ｇ 脂質 36.8ｇ

炭水化物 236.9ｇ 炭水化物 234.2ｇ 炭水化物 239.3ｇ 炭水化物 241.5ｇ 炭水化物 255.2ｇ 炭水化物 251.4ｇ 炭水化物 244.7ｇ

食塩 6.8ｇ 食塩 6.7ｇ 食塩 7.4ｇ 食塩 7.1ｇ 食塩 8.3ｇ 食塩 7.4ｇ 食塩 7.4ｇ

令和04年02月07日(月)

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

令和04年02月01日(火) 令和04年02月02日(水) 令和04年02月03日(木) 令和04年02月04日(金) 令和04年02月05日(土) 令和04年02月06日(日)

だし巻卵 絹揚げのねぎあんかけ ・お魚豆腐揚げ 一口がんもの煮物 ちくわの炒り煮 炒り豆腐 ｵﾑﾚﾂ

御飯 御飯

うめびしお ｵｸﾗのなめたけ和え

付)ｵｸﾗ ほうれん草の和え物 付)ﾋﾟｰﾏﾝ 白菜のわさび和え 春菊のお浸し ほうれん草のﾋﾟｰﾅｯﾂ和え

金山寺みそ みそ汁(冬瓜･ねぎ) みそ汁(里芋･えのき) みそ汁(玉葱･大根葉)

付)ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

小松菜のお浸し ふりかけ(さけ) ｶﾘﾌﾗﾜｰ和風ｻﾗﾀﾞ えびみそ ふりかけ(かつお)

浅漬け(ｷｬﾍﾞﾂ)

みそ汁(大根･ﾜｶﾒ) 牛乳 みそ汁(もやし･しめじ) 牛乳 牛乳 牛乳 みそ汁(もやし･貝割)

かつおおかか みそ汁(里芋･水菜)

・親子丼 御飯

牛乳 牛乳

ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ(ｵﾆｵﾝｿｰｽ） たら粕漬け焼き ・ﾒﾊﾞﾙのﾊﾞﾀｰ醤油焼き 切干大根の煮物

牛乳

御飯 御飯 ・恵方巻き 御飯 御飯

あじの南蛮漬け

いんげん炒め 付)ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ ほうれん草の白和え 付)さつま芋･ｵｸﾗ 付)しろな なすのおろし醤油和え 二色和え

肉豆腐 太刀魚の香味焼き

みそ汁(じゃが芋･ﾜｶﾒ)

フルーツ缶(黄桃) ｷｬﾍﾞﾂの磯和え お吸い物(みつば･つみれ)なすの肉味噌かけ 炒り鶏 みそ汁(ﾁﾝｹﾞﾝ菜･長葱)

お吸物(小松菜･花麩) みそ汁(豆腐･ﾜｶﾒ)

フルーツ(バナナ)

みそ汁(青菜･おつゆ麩) フルーツ缶(マンゴー) フルーツ(オレンジ) フルーツ缶(マンゴー)

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

みそ汁(玉葱･椎茸)

付)ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ 付)春菊

白身魚のﾑﾆｴﾙ 鶏肉の生姜焼き 白身魚のみそﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き鶏肉のｹﾁｬｯﾌﾟ焼き ・かつとじ ・豚肉の漬け焼き

ひじきの煮物 ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ フルーツ(パイン) かぼちゃのいとこ煮

鶏肉のみそ焼き

付)ﾏｯｼｭ南瓜 付)畑菜 付)ｱｽﾊﾟﾗ 付)ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ﾋﾟｰﾏﾝのじゃこ炒め

里芋の煮物

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ フルーツ(パイン) フルーツ缶(ミックス) フルーツ缶(黄桃) ｷｬﾍﾞﾂの生姜醤油和え フルーツ(キウイ) いんげんの和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え

えびとかぶのｺﾝｿﾒ煮 冬瓜の煮物

フルーツ(キウイ) きゅうりの酢の物 香の物(つぼ漬け) ｷｬﾛｯﾄｻﾗﾀﾞ きゅうりの青じそ和え フルーツ缶(みかん)
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朝

昼

夕

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1656kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1495kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1582kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1566kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1575kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1560kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1588kcal

蛋白質 62.3ｇ 蛋白質 63.1ｇ 蛋白質 72.8ｇ 蛋白質 65.8ｇ 蛋白質 59.9ｇ 蛋白質 64.4ｇ 蛋白質 55.7ｇ

脂質 50.3ｇ 脂質 38.9ｇ 脂質 34.2ｇ 脂質 43.8ｇ 脂質 49.9ｇ 脂質 44.1ｇ 脂質 43ｇ

炭水化物 247.5ｇ 炭水化物 230.4ｇ 炭水化物 254.8ｇ 炭水化物 233ｇ 炭水化物 229.4ｇ 炭水化物 237ｇ 炭水化物 252.9ｇ

食塩 7.9ｇ 食塩 6.5ｇ 食塩 7.7ｇ 食塩 7ｇ 食塩 7.1ｇ 食塩 7.1ｇ 食塩 8.7ｇ

令和04年02月12日(土) 令和04年02月13日(日)

御飯 御飯

令和04年02月08日(火) 令和04年02月09日(水) 令和04年02月10日(木) 令和04年02月11日(金)

白菜とﾂﾅの炒め煮 肉詰めいなりの煮物 彩りはんぺんの含め煮 かにかま入ふんわり卵

令和04年02月14日(月)

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

厚揚げの含め煮

付)大根おろし さつま揚げといんげんの炒め温泉卵 ｷｬﾍﾞﾂのゆかり和え なすのﾎﾟﾝ酢和え 青菜のおかか和え 白菜の磯和え

・擬製豆腐 納豆

みそ汁(じゃが芋･貝割) みそ汁(もやし･大根葉)

青菜のごま和え 香の物(しば漬け) 金山寺みそ ふりかけ(のりたま) 香の物(青しその実漬け) ふりかけ(さけ)

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

たいみそ

ふりかけ(しそ) みそ汁(里芋･ﾜｶﾒ) みそ汁(もやし･かぶ葉) みそ汁(うまい菜･おつゆ麩)みそ汁(玉葱･しめじ)

牛乳

牛乳

みそ汁(さつま芋･ねぎ) 牛乳

麻婆豆腐 ｺﾛｯｹ盛り合わせ

御飯 御飯 大根葉の混ぜ御飯 御飯 御飯 御飯

付)ｵｸﾗ･花人参 付)ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ 付)ししとう ﾊﾞﾝｻﾝｽｰ

ｹﾁｬｯﾌﾟﾗｲｽ

赤魚の照り煮 鶏肉のﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き 白身魚のみりん焼き ﾁｷﾝのｶﾚｰｸﾞﾘﾙ ・白身魚の漬け焼き

ｿｰｽ）

きんぴらごぼう ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ さつま芋と昆布の煮物 えびとﾁﾝｹﾞﾝ菜の炒め ほうれん草のごまよごし フルーツ(キウイ) 付)ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ

付)かぶ･きぬさや 付)ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

フルーツ缶(白桃）

フルーツ缶(りんご) フルーツ缶(マンゴー) フルーツ(パイン) フルーツ缶(ミックス) フルーツ缶(マンゴー) 中華ｽｰﾌﾟ(ﾁﾝｹﾞﾝ菜･えのき)ｶﾘﾌﾗﾜｰのｻﾗﾀﾞ

みそ汁(しろな･うずまき麩)ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(ほうれん草･玉葱)具沢山汁 みそ汁(冬瓜･貝割) みそ汁(かぶ･かぶ葉)

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(ﾜｶﾒ･ﾏｯｼｭﾙｰﾑ)

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

付)ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ･花人参 付)ｵｸﾗ

・ﾐｰﾄﾛｰﾌ ほっけの生姜醤油焼き ・牛肉のしぐれ煮 太刀魚のねぎ醤油焼き 豚肉と野菜の塩麹炒め ﾒﾊﾞﾙの煮付け

春菊とかまぼこの和え物 ちくわと里芋の炒り煮 フルーツ(オレンジ) 鶏肉と大根のｵｲｽﾀｰ炒め

白身魚の照り焼き

ﾃﾞﾐｿｰｽ） 付)ﾋﾟｰﾏﾝ 卯の花 付)大根おろし 白菜の信田煮

かぶの含め煮

ほうれん草と玉子の炒め フルーツ(オレンジ) フルーツ缶(黄桃) フルーツ(キウイ) きゅうりとしらすの酢の物 ｷｬﾍﾞﾂと沢庵の和え物

香の物(きゅうり漬け)

小松菜のごま和え

付)ｸﾞﾘﾙ野菜 肉じゃが

マカロニサラダ きゅうりの塩昆布和え フルーツ缶(ミックス)昆布豆

昆布佃煮
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朝

昼

夕

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1765kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1562kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1639kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1513kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1472kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1825kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1545kcal

蛋白質 80.3ｇ 蛋白質 71.7ｇ 蛋白質 63.7ｇ 蛋白質 58.1ｇ 蛋白質 61.6ｇ 蛋白質 52.6ｇ 蛋白質 60.5ｇ

脂質 46ｇ 脂質 35.9ｇ 脂質 45.2ｇ 脂質 37.2ｇ 脂質 34.4ｇ 脂質 66.3ｇ 脂質 38.5ｇ

炭水化物 263.4ｇ 炭水化物 244.9ｇ 炭水化物 253.2ｇ 炭水化物 245.6ｇ 炭水化物 239.1ｇ 炭水化物 261.1ｇ 炭水化物 245.4ｇ

食塩 8ｇ 食塩 7.8ｇ 食塩 7.6ｇ 食塩 6.7ｇ 食塩 7.2ｇ 食塩 8.3ｇ 食塩 7.8ｇ

令和04年02月21日(月)

御飯 御飯 御飯

令和04年02月18日(金) 令和04年02月19日(土) 令和04年02月20日(日)

御飯

令和04年02月15日(火) 令和04年02月16日(水) 令和04年02月17日(木)

御飯

・和風包み焼き 洋風卵焼き がんもの煮物 野菜炒め 炒り豆腐 松風焼き さつま揚げと里芋の煮物

御飯 御飯

オクラゆば和え たいみそ

付)ｱｽﾊﾟﾗ 付)ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 春菊のごま醤油和え ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾁｷﾝの和え物 ｵｸﾗとろろ 付）春菊の和え物

みそ汁(おつゆ麩･貝割) みそ汁(卵･えのき) みそ汁(しろな･うずまき麩)かつおみそ

ﾁﾝｹﾞﾝ菜のﾂﾅ和え

ｷｬﾍﾞﾂの香味和え ほうれん草のくるみ和え 香の物(赤しその実漬け) 金山寺みそ ふりかけ(さけ)

みそ汁(白菜･ねぎ)

みそ汁(玉葱･えのき) みそ汁(南瓜･ねぎ) 牛乳 牛乳 牛乳 みそ汁(しめじ･かぶ葉) 牛乳

ふりかけ(かつお) えびみそ

ココイチ特製カレー 御飯

牛乳 牛乳 牛乳

・鶏もも竜田揚げ ・牛肉の生姜煮 鶏肉のｸﾘｰﾑｿｰｽ煮 トッピング）コロッケ

かき揚げそば 御飯 御飯 御飯 御飯

・ﾒﾇｹ西京焼き

とりつくね 付)畑菜 付)ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ 付)小松菜 ﾐﾓｻﾞｻﾗﾀﾞ らっきょう漬け 付)茄子・きぬさや

具） 白身魚の幽庵焼き

ﾖｰｸﾞﾙﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ フルーツ(みかん)

付)いんげん ｲｶと里芋の煮物 野菜ソテー れんこん金平 野菜と果物のｾﾞﾘｰ コールスローサラダ

みそ汁(しめじ･たまねぎ) 粕汁風

高野吹き寄せ

なすの青じそ和え フルーツ缶(マンゴー) フルーツ缶(りんご) フルーツ(オレンジ) ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(玉葱･青菜)

みそ汁(豆腐･ﾜｶﾒ)

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 天津飯 御飯

きなこプリン みそ汁(もやし･うずまき麩)

菜の花の和え物 ｷｬﾍﾞﾂのｻﾗﾀﾞ

牛すき煮 豚肉のみそ焼き ・牛肉の香味焼き ・ほたてと厚揚げのｵｲｽﾀｰ炒めかれいの揚げ浸し 蒸し鶏ごまダレ和え

五目おから フルーツ缶(ミックス) ふろふき大根 フルーツ缶(ﾏﾝｺﾞｰ)

ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ

温泉卵 付)ﾋﾟｰﾏﾝ 付)ｵｸﾗ 茄子の煮浸し 付)いんげん･花人参

ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｯｸｽ)

フルーツ缶(みかん) きゅうりの酢の物 白菜の塩昆布和え ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾏﾘﾈ フルーツ(りんご) ﾋﾟｸﾙｽ

あさりと菜の花の和え物 大根の子炒り

フルーツ(パイン) フルーツ缶(黄桃) 香の物(青しその実漬け)
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朝

昼

夕

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1513kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1508kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1416kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1531kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1492kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1505kcal

蛋白質 66.3ｇ 蛋白質 70ｇ 蛋白質 60.4ｇ 蛋白質 55.3ｇ 蛋白質 73.1ｇ 蛋白質 65ｇ 蛋白質 62.5ｇ

脂質 33.8ｇ 脂質 37ｇ 脂質 36.4ｇ 脂質 28.5ｇ 脂質 37.4ｇ 脂質 32.4ｇ 脂質 31.7ｇ

炭水化物 268.4ｇ 炭水化物 232.1ｇ 炭水化物 242.6ｇ 炭水化物 244.4ｇ 炭水化物 231.7ｇ 炭水化物 243.1ｇ 炭水化物 250.3ｇ

食塩 7.8ｇ 食塩 6.5ｇ 食塩 7.2ｇ 食塩 7.3ｇ 食塩 8.2ｇ 食塩 6.9ｇ 食塩 7ｇ

令和04年02月28日(月)令和04年02月22日(火) 令和04年02月23日(水) 令和04年02月24日(木) 令和04年02月25日(金) 令和04年02月26日(土) 令和04年02月27日(日)

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

ほうれん草とﾂﾅの和え物 ｵｸﾗのお浸し

だし巻卵 納豆 ・ほうれん草ﾍﾞｰｺﾝｿﾃｰ 肉詰めいなりの煮物 ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ ちくわとﾋﾟｰﾏﾝの炒め煮

御飯

ふりかけ(のりたま) 金山寺みそ ｶﾘﾌﾗﾜｰｻﾗﾀﾞ 茶福豆

里芋のそぼろ煮

付)金時豆 しろなとちくわの煮浸し 南瓜ｻﾗﾀﾞ 春菊とｶﾆｶﾏのお浸し 付)いんげん

あみえび佃煮

かつおみそ みそ汁(さつま芋･えのき) みそ汁(小松菜･玉葱) みそ汁(もやし･ﾜｶﾒ) ふりかけ(さけ) みそ汁(長葱･油揚げ) みそ汁(豆腐･大根葉)

ｵｸﾗのなめたけ和え 香の物(しば漬け)

みそ汁(じゃが芋･玉葱) 牛乳 牛乳 牛乳 みそ汁(小松菜･えのき) 牛乳

御飯 御飯 チャーハン 御飯

牛乳

牛乳 牛乳

御飯

白身魚のﾁｰｽﾞ焼き 焼き肉 たらこと里芋の卵焼き ・赤魚のねぎ塩焼き えびと厚揚げの塩炒め 鶏肉の玉葱ｿ-ｽ ﾒﾊﾞﾙの香味焼き

御飯 御飯

付)ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ 白菜の煮浸し

付)ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 付)玉葱･人参 付)ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ 付)ﾋﾟｰﾏﾝ 杏仁ﾌﾙｰﾂ 玉葱ｿ-ｽ)

フルーツ(パイン) 白菜の生姜醤油和え れんこんの甘辛炒め

付)さつま芋

きんぴらごぼう 二色和え ひじきの煮物 じゃが芋の煮物 白湯ｽｰﾌﾟ(ﾁﾝｹﾞﾝ菜･春雨)

フルーツ(キウイ)

みそ汁(ほうれん草･おつゆ麩)みそ汁(豆腐･貝割) みそ汁(かぶ･大根葉) みそ汁(しろな･うずまき麩) フルーツ缶(黄桃) みそ汁(もやし･しめじ)

フルーツ(バナナ) フルーツ缶(りんご)

御飯 御飯

みそ汁(ｷｬﾍﾞﾂ･ﾜｶﾒ)

・白身魚のﾑﾆｴﾙ ・ﾌﾗｲ盛り合わせ(ｺﾛｯｹ･ﾎﾀﾃ)たらの煮付け 白身魚の味噌焼き

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

豚肉の中華炒め

あん） 切干大根の煮物 たれ） 付)ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ 付)里芋･ｵｸﾗ 付)しろな ﾁｬﾌﾟﾁｪ

揚げ鶏の甘酢あんかけ 鮭のﾁｬﾝﾁｬﾝ焼き

フルーツ(パイン) きゅうりの塩昆布和え

ﾋﾞｰﾌﾝ炒め フルーツ(オレンジ) 付)ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ･ﾊﾟｽﾀ ｷｬﾍﾞﾂｿﾃｰ なすの肉味噌かけ 大根と豚肉の煮物

フルーツ缶(ミックス) ｷｬﾛｯﾄﾗﾍﾟ フルーツ(オレンジ) 香の物(青しその実漬け)

フルーツ缶(マンゴー)

ほたてと畑菜の和え物 あみえび佃煮 ぜんまい煮 フルーツ(りんご) 畑菜のわさび和え

浅漬け(きゅうり)

フルーツ缶(黄桃)


