
事業所名：福祉創造スクウェア・すぷら/ダン・デ・リヨン 2022年5月分の献立
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　月曜日 　火曜日 　水曜日 　木曜日 　金曜日 土曜日

ご飯
豚ひき肉の中華風炒り豆腐
ほうれん草とコーンの和え物
すまし汁(わかめ・えのきたけ)

ご飯
豚ばら肉とキャベツのみそ炒め
(回鍋肉)
じゃが芋とツナのサラダ
みそ汁(大根・油あげ)

米、豚ひき肉、豆腐、みそ、片栗
粉、ごま、砂糖、切干大根、ほうれ
ん草、たまねぎ、にんじん、えのき
たけ、コーン缶、カットわかめ、か
つおだし、しょうゆ、みりん、酒、
食塩、鶏ガラ、ごま油

米、豚肉、ツナ缶、米みそ、テンメ
ンジャン、油揚げ、マヨドレ、ごま
油、砂糖、片栗粉、キャベツ、じゃ
が芋、大根、パプリカ、にんじん、
コーン缶、ねぎ、にんにく、しょう
が、かつおだし、酒、しょうゆ、塩

エネルギー：578kcal　たんぱく：
26.2ｇ　脂質：5.8ｇ　塩分：3.2g

エネルギー：876kcal　たんぱく：
30.5ｇ　脂質：35.3ｇ　塩分：
3.0g

月曜日 　火曜日 　水曜日 　木曜日 　金曜日 土曜日

ご飯
鶏のから揚げ酢豚風
はるさめサラダ
中華風スープ

牛丼
切り干し大根ときゅうりのサラ
ダ
五目みそ汁

パン
鶏もも肉のグリル(ケチャップ

ソース)

かぼちゃのサラダ
野菜コンソメスープ

ご飯
チキンカツ　タルタルソース
ブロッコリーのマヨドレサラダ
みそ汁(玉ねぎ・人参)

カレーライス(豚肉・なす)
ブロッコリーのマヨネーズ和え
玉ねぎのコンソメスープ

米、鶏肉、ハム、はるさめ、片栗
粉、砂糖、油、ごま、ごま油、たま
ねぎ、にんじん、だいこん、きゅう
り、しいたけ、ピーマン、コーン
缶、カットわかめ、鶏ガラ、酢、
しょうゆ、食塩

米、牛バラ肉、玉ねぎ、里芋、人
参、ゴボウ、白菜、えのきたけ、み
そ、しょうゆ、酒、みりん、砂糖、
油、かつおだし、切り干し大根、
きゅうり、マヨドレ

パン、鶏もも肉、ハム、ベーコン、
マヨドレ、油、片栗粉、砂糖、かぼ
ちゃ、たまねぎ、きゅうり、しいた
け、コーン缶、ピーマン、にんじ
ん、ケチャップ、中濃ソース、コン
ソメ、食塩

米、片栗粉、油、鶏肉、玉ねぎ、ブ
ロッコリー、人参、コーン缶、パプ
リカ、ベーコン、砂糖、味噌、わか
め、パン粉、卵、タルタルソース

米、豚肉、ベーコン、じゃがいも、なす、
マヨドレ、小麦粉、砂糖、油、たまねぎ、
ブロッコリー、にんじん、セロリー、トマ
トピューレ、しょうが、にんにく、中濃
ソース、みりん、食塩、コンソメ、カレー
粉

エネルギー：852kcal　たんぱく：
28.9ｇ　脂質：23.5ｇ　塩分：
3.8g

エネルギー：828kcal　たんぱく：
22ｇ　脂質：25.5ｇ　塩分：3.9g

エネルギー：748kcal　たんぱく：
32.6ｇ　脂質：32.5ｇ　塩分：

2.8g

エネルギー：713kcal　たんぱく：
21.1ｇ　脂質：8.2ｇ　塩分：2.8g

エネルギー：804kcal　たんぱく：
21.7ｇ　脂質：21.4ｇ　塩分：
3.3g

　月曜日 　火曜日 　水曜日 　木曜日 　金曜日 土曜日

中華丼
中華風はるさめサラダ
中華風スープ

ご飯
肉じゃが
ほうれん草とえのきのお浸し
みそ汁(豆腐・小松菜)

パン
鮭の豆乳クリームシチュー
小松菜のサラダ
フライドポテト

ご飯
鶏もも肉のごま味噌焼き
きゅうりとささみの中華風サラ
ダ
白菜とえのきのみそ汁

ご飯
さわらの竜田揚げ
ほうれん草としらすの磯和え
すまし汁(豆腐・ねぎ)

米、豚ばら肉、シーフードＭＩＸ、
白菜、人参、玉ねぎ、きくらげ、う
ずら卵水煮、長ネギ、きゅうり、ハ
ム、はるさめ、片栗粉、鶏ガラ、ご
ま油、しょうゆ、砂糖、酒、こしょ
う、油

米、豚肉、油揚げ、じゃがいも、し
らたき、油、砂糖、ほうれんそう、
えのきたけ、たまねぎ、にんじん、
豆腐・こまつな、さやえんどう、み
そ、しょうゆ、かつおだし、酒、み
りん、塩

パン、豆乳、鮭、ベーコン、じゃが
いも、パン、油、小麦粉、すりご
ま、たまねぎ、こまつな、コーン
缶、切干大根、にんじん、いんげ
ん、コンソメ、しょうゆ、酒、食
塩、ホワイトソース缶

米、鶏もも肉、鶏ささ身、テンメン
ジャン、ごま、砂糖、すりごま、
油、はくさい、きゅうり、えのきた
け、コーン缶、ねぎ、かつおだし
汁、みそ、しょうゆ、みりん、酢、
酒、食塩

米、さわら、しらす、ゴマ、もや
し、ほうれんそう、だいこん、にん
じん、ねぎ、カットわかめ、焼きの
り、かつおだし汁、しょうゆ、酒、
みりん、食塩

エネルギー：578kcal　たんぱく：
26.2ｇ　脂質：5.8ｇ　塩分：3.2g

エネルギー：705kcal　たんぱく：
21.9ｇ　脂質：13.7ｇ　塩分：
3.3g

エネルギー：645kcal　たんぱく：
30.1ｇ　脂質：19.1ｇ　塩分：
3.4g

エネルギー：628kcal　たんぱく：
31.5ｇ　脂質：10.4ｇ　塩分：
3.5g

エネルギー：602kcal　たんぱく：
28.3ｇ　脂質：10.2ｇ　塩分：
3.4g

月曜日 　火曜日 　水曜日 　木曜日 　金曜日 土曜日

キーマカレー
大根とキュウリのサラダ
具だくさん野菜スープ

ご飯
カレイのムニエル(トマトソー
ス)
白菜とツナのごま和え
豚汁

パン
ハンバーグ(デミソース)
ソーセージ
コールスローサラダ
野菜コンソメスープ

ご飯
鶏のから揚げ　甘酢ソースかけ
(油淋鶏)
ほうれん草とコーンのソテー
中華風豆乳コーンスープ

ご飯
豚肉の香味焼き
切干大根の旨煮
みそ汁(わかめ・油揚げ)

ご飯
トンカツ(豚ロース)
かぼちゃのサラダ
野菜コンソメスープ

米、豚肉、ハム、ベーコン、油、砂
糖、すりごま、たまねぎ、だいこ
ん、にんじん、きゅうり、キャベ
ツ、えのきたけ、トマト缶、にんに
く、しょうが、酢、しょうゆ、食
塩、コンソメ、カレー粉

米、豚肉、ツナ缶、米みそ、油揚
げ、バター、じゃがいも、小麦粉、
ごま、ごま油、はくさい、たまね
ぎ、にんじん、だいこん、ごぼう、
ねぎ、かつおだし汁、ケチャップ、
トマト缶、しょうゆ、食塩

パン、ソーセージ、牛豚ひき肉、玉
ねぎ、パン粉、卵、小麦粉、キャベ
ツ、コーン缶、人参、しめじ、白
菜、コンソメ、コンソメ、デミソー
ス缶、赤ワイン、ブイヨン、こしょ
う、塩、油

米、豆乳、鶏肉、片栗粉、油、ク
リームコーン缶、ほうれんそう、
コーン缶、しめじ、ねぎ、しょう
が、しょうゆ、みりん、鶏ガラ、食
塩、パセリ粉、こしょう

米、豚肉、油揚げ、みそ、テンメン
ジャン、砂糖、もやし、たまねぎ、
にんじん、こまつな、切干だいこ
ん、ねぎ、カットわかめ、にんに
く、かつおだし汁、しょうゆ、酒、
みりん

ご飯、豚ロース肉、キャベツ、ハ
ム、ベーコン、マヨドレ、油、片栗
粉、砂糖、かぼちゃ、たまねぎ、
きゅうり、しいたけ、コーン缶、
ピーマン、にんじん、ケチャップ、
ソース、コンソメ、食塩

エネルギー：652kcal、たんぱく
質：29.7ｇ、脂質：15.1ｇ、食

塩：2.12ｇ

エネルギー：735kcal　たんぱく：
39.7ｇ　脂質：13.8ｇ　塩分：

3.3g

エネルギー：856kcal、たんぱく
質：28.3ｇ、脂質：49.2ｇ、食

塩：3.2ｇ

エネルギー：735kcal　たんぱく：
34.5ｇ　脂質：26.9ｇ　塩分：
3.2g

エネルギー：680kcal　たんぱく：
32.3ｇ　脂質：16.2ｇ　塩分：

2.5g

エネルギー：748kcal　たんぱく：
32.6ｇ　脂質：32.5ｇ　塩分：

2.8g

　月曜日 　火曜日 　水曜日 　木曜日 　金曜日 土曜日

ご飯
サバの竜田揚げ(カレー風味)
千切り野菜の和風サラダ
すまし汁(豆腐・わかめ)

ご飯
グリルチキン(テリヤキソース)
白菜と人参のおかか和え
みそ汁(大根・長ねぎ)

ご飯、さば、豆腐、かつお節、油、
片栗粉、砂糖、ごま、きゅうり、だ
いこん、にんじん、ねぎ、カットわ
かめ、しょうが、あおのり、かつお
だし汁、しょうゆ、酒、塩

米、鶏肉、みそ、かつお節、砂糖、
片栗粉、はくさい、だいこん、にん
じん、きゅうり、長ねぎ、カットわ
かめ、しょうが、かつおだし汁、
しょうゆ、みりん

エネルギー：794kcal　たんぱく：
30.8ｇ　脂質：26.2ｇ　塩分：
3.5g

エネルギー：578kcal　たんぱく：
26.2ｇ　脂質：5.8ｇ　塩分：3.2g

食材等の都合により、献立を変更する場合があります。


