
1 １１月　デイサービス献立表
月 火 水 木 金 土

1 2

昼
食

赤飯 ご飯

肉じゃが さけのパン粉焼き

菜の花お浸し 大根サラダ

洋梨缶 フルーツカクテル缶

きのこ汁 コンソメスープ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  405kcal 蛋白質  19.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ  588kcal 蛋白質  24.9g

脂質    4.2g 食塩    3.3g 脂質    22.9g 食塩    2.5g

4 5 6 7 8 9

昼
食

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

鯖の味噌煮 チキン南蛮 野菜炒め 赤魚の野菜あんかけ 白身魚のムニエル 鮭の塩こうじ焼

きゅうりとかにカマの酢の物 ほうれん草のごま和え ポテトサラダ 青梗菜のピーナツ和え さつま芋サラダ 白菜ごま和え

甘夏缶 デザートムース オレンジ 柿 りんご 吸物

のっぺい汁 味噌汁 味噌汁 素麺汁 グリンピースのスープ デザートムース

ｴﾈﾙｷﾞｰ  481kcal 蛋白質  23.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ  740kcal 蛋白質  28.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ  523kcal 蛋白質  19.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ  384kcal 蛋白質  17.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ  704kcal 蛋白質  22.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ  465kcal 蛋白質  21.5g

脂質    10.4g 食塩    2.9g 脂質    35.2g 食塩    2.9g 脂質    18.7g 食塩    2g 脂質    4.2g 食塩    2.9g 脂質    27.6g 食塩    1.7g 脂質    12.9g 食塩    1.8g

11 12 13 14 15 16

昼
食

ご飯 ご飯 チャーハン ご飯 親子丼 ご飯

ハンバーグ サンマの塩焼き 焼き餃子 鯵の南蛮漬け キャベツのかつお和え 鮭の塩焼き

スパゲティサラダ 白菜煮浸し 中華風コーンスープ ふろふき大根 味噌汁 おから

パイン缶 白桃缶 キウイ 洋梨缶 パイナップル りんご

ミルクスープ 粕汁 けんちん汁 味噌汁（じゃがいも・たまねぎ）

ｴﾈﾙｷﾞｰ  597kcal 蛋白質  22.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ  395kcal 蛋白質  10.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ  507kcal 蛋白質  16.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ  654kcal 蛋白質  22.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ  437kcal 蛋白質  19.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ  505kcal 蛋白質  22.5g

脂質    23.3g 食塩    2.1g 脂質    8g 食塩    2.6g 脂質    12.4g 食塩    4g 脂質    23.6g 食塩    3g 脂質    5.8g 食塩    3.4g 脂質    12.9g 食塩    2.7g

18 19 20 21 22 23

昼
食

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 お好み焼き

カレイの揚げ浸し 鶏の照焼 あじの塩焼き 柳川風煮 さけのオーブン焼き ご飯

白和え 五目豆 白菜煮浸し(朝) 菜の花お浸し マカロニサラダ 味噌汁（麩）

果物 果物 果物 果物 果物 デザートムース

吸物（はんぺん） 味噌汁（きゃべつ.玉ねぎ.わかめ 豚汁 味噌汁 春雨スープ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  562kcal 蛋白質  22.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ  483kcal 蛋白質  27.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ  457kcal 蛋白質  24.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ  429kcal 蛋白質  20.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ  659kcal 蛋白質  25g ｴﾈﾙｷﾞｰ  658kcal 蛋白質  20.9g

脂質    20.4g 食塩    2.7g 脂質    7.1g 食塩    3.2g 脂質    11.4g 食塩    2.5g 脂質    6.9g 食塩    2.8g 脂質    32.7g 食塩    2.4g 脂質    15.9g 食塩    2.9g

25 26 27 28 29 30

昼
食

ご飯 ご飯 オムライス きのこご飯 ご飯 ご飯

麻婆豆腐 白身魚の野菜のせ ブロッコリーのサラダ あじの塩焼き 焼肉 サーモンムニエル

チキンサラダ さつま芋サラダ コンソメスープ 里芋の煮っころがし 拌三絲 スパゲティサラダ

果物 果物 果物 果物 果物 果物

たまごスープ コーンスープ 沢煮椀 たまごスープ 人参スープ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  488kcal 蛋白質  21.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ  578kcal 蛋白質  20.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ  516kcal 蛋白質  22.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ  470kcal 蛋白質  24.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ  421kcal 蛋白質  18.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ  652kcal 蛋白質  24.5g

脂質    15g 食塩    2g 脂質    14.2g 食塩    1.8g 脂質    16.8g 食塩    3.1g 脂質    9.4g 食塩    3.3g 脂質    7.7g 食塩    2.5g 脂質    26.8g 食塩    1.9g

★都合により変更になる場合がございます。


