
1 令和3年  2月献立表 つばめの里　本町東

朝 昼 夕 おやつ
御飯 御飯 御飯 人形焼
ｱｽﾊﾟﾗとｳｲﾝﾅｰのｿﾃｰ 鶏の唐揚 擬製豆腐
ﾎｳﾚﾝ草の和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ さつま芋の甘煮 ｲﾝｹﾞﾝとﾂﾅの炒め物

2月1日 ふりかけ ｵｸﾗのｼﾗｽ和え 茄子のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞかけ
(月) 味噌汁 味噌汁 すまし汁

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･ﾊﾟｲﾝ缶
479kcal 560kcal 459kcal 84kcal 1582kcal
塩分2.9ｇ 塩分2.8ｇ 塩分2.8ｇ 塩分8.5ｇ
御飯 助六寿司 御飯 鬼風パンケーキ
鶏肉と野菜の煮物 炊き合せ 豚肉きのこｿｰｽ
白菜・絹ｻﾔのﾋﾟｰﾅｯﾂ和え 小松菜の和え物 ﾎｳﾚﾝ草のｿﾃｰ

2月2日 のりの佃煮 すまし汁 かぶのｻﾗﾀﾞ
(火) 味噌汁 ﾌﾙｰﾂ･ｲﾁｺﾞ 味噌汁

牛乳
503kcal 450kcal 449kcal 141kcal 1543kcal
塩分2.5ｇ 塩分3.9ｇ 塩分2.6ｇ 塩分10ｇ
御飯 御飯 御飯 カステラ
ﾎｳﾚﾝ草ｵﾑﾚﾂ 回鍋肉 タラの煮付け
ｶﾘﾌﾗﾜｰのｻﾗﾀﾞ 卵豆腐の海老あんかけ じゃが芋金平

2月3日 ふりかけ ﾓﾔｼとﾆﾗの中華和え ﾁﾝｹﾞﾝ菜とﾁｸﾜ胡麻ｻﾗﾀﾞ
(水) 味噌汁 中華ｽｰﾌﾟ 味噌汁

ﾔｸﾙﾄ 手作り杏仁豆腐
445kcal 536kcal 420kcal 105kcal 1506kcal
塩分2.5ｇ 塩分3.9ｇ 塩分2.6ｇ 塩分9.0ｇ
御飯 とんこつﾗｰﾒﾝ 御飯 コーヒーゼリー
ｻﾂﾏｱｹﾞと野菜の炒め物 海老ｼｭｰﾏｲ 豆腐の五目あんかけ
ｲﾝｹﾞﾝの生姜和え 柚子味噌和え ｱｽﾊﾟﾗの和風炒め

2月4日 のりの佃煮 ﾌﾙｰﾂ･ﾐｶﾝ缶 ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ
(木) 味噌汁 すまし汁

牛乳
454kcal 569kcal 421kcal 105kcal 1549kcal
塩分2.9ｇ 塩分4.5ｇ 塩分2.8ｇ 塩分10.2ｇ
御飯 御飯 御飯 ﾁｰｽﾞ蒸しパン
茄子の炒り煮 ぶりの南部焼 肉野菜炒め
しらすおろし じゃが芋の煮物 旨煮

2月5日 ふりかけ 春菊の辛子和え ﾄﾏﾄのｻﾗﾀﾞ
(金) 味噌汁 味噌汁 中華ｽｰﾌﾟ

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･黄桃缶
458kcal 524kcal 451kcal 71kcal 1504kcal
塩分2.7ｇ 塩分2.7ｇ 塩分2.7ｇ 塩分8.1ｇ
御飯 御飯 御飯 コーヒーロール
ﾂﾅ入りｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ 青椒鶏肉絲 赤魚の酒蒸
くるみ和え ｷｬﾍﾞﾂの薄くず煮 かぶの和風炒め

2月6日 ふりかけ ﾓﾔｼと青菜のﾅﾑﾙ 胡瓜の梅和え
(土) 味噌汁 中華ｽｰﾌﾟ 豚汁

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･ﾏﾝｺﾞｰ
567kcal 480kcal 362kcal 93kcal 1502kcal
塩分2.5ｇ 塩分3.5ｇ 塩分2.8ｇ 塩分8.8ｇ
御飯 御飯 御飯 グレープゼリー
ｱｽﾊﾟﾗとエビの炒め物 さわらのおろし煮 ﾎﾟｰｸﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿﾃｰ
白菜のｻﾗﾀﾞ さつま芋のきんぴら 南瓜のﾐﾙｸ煮

2月7日 ふりかけ 菜の花の白和え 人参ｻﾗﾀﾞ
(日) 味噌汁 味噌汁 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･和梨缶
450kcal 530kcal 494kcal 47kcal 1476kcal
塩分2.5ｇ 塩分3.5ｇ 塩分2.8ｇ 塩分8.0ｇ

https://www.taka.co.jp/tada/detail.php?id=1168&cid=4&cid2=18


2 令和3 年1月献立表 つばめの里　本町東

朝 昼 夕 おやつ
御飯 御飯 御飯 プチシュー
豚肉の野菜煮 カツ煮 たらのｶﾞｰﾘｯｸｿﾃｰ
大根ｻﾗﾀﾞ ﾓﾔｼの炒め物 ﾎﾀﾃ風味あんかけ

2月8日 ふりかけ ﾜｶﾒの酢の物 ｷｬﾍﾞﾂと蒲鉾のﾜｻﾋﾞ和え
(月) 味噌汁 味噌汁 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･ﾘﾝｺﾞ缶
505kcal 605kcal 362kcal 45kcal 1472kcal
塩分2.5ｇ 塩分3.2ｇ 塩分3.5ｇ 塩分9.2ｇ
御飯 御飯 御飯 まんじゅう
竹輪の煮物 ﾒﾙﾙｰｻの野菜蒸し 鶏肉のマスタード焼き
春菊の和え物 茄子の炒め煮 青梗菜とあさりの炒り煮

2月9日 のりの佃煮 ねぎとろ ごぼうサラダ
(火) 味噌汁 味噌汁 すまし汁

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･白桃缶
479kcal 511kcal 474kcal 70kcal 1534kcal
塩分2.5ｇ 塩分2.9ｇ 塩分2.5ｇ 塩分7.9ｇ
御飯 中華丼 御飯 パンナコッタ
玉子ロール カリフラワー炒め 豆腐ステーキ野菜あん
小松菜とﾊﾑのｻﾗﾀﾞ ﾎｳﾚﾝ草とﾄﾏﾄのｻﾗﾀﾞ 里芋の味噌煮

2月10日 ふりかけ 味噌汁 春雨サラダ
(水) 味噌汁 ﾌﾙｰﾂ・パイン缶 味噌汁

ｼﾞｮｱ
456kcal 487kcal 476kcal 120kcal 1128kcal
塩分 2.6ｇ 塩分3.9ｇ 塩分3.0ｇ 塩分9.5ｇ
御飯 御飯 御飯 蒸しｹｰｷ
角あげの煮物 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾄﾏﾄｿｰｽ 魚のおぼろ昆布蒸
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え ｴﾋﾞとｷｬﾍﾞﾂの炒め物 鶏とかぶの煮物

2月11日 のりの佃煮 ｵｸﾗのお浸し ﾋﾟｰﾅｯﾂ和え(春菊）
(木) 味噌汁 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ 味噌汁

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･和梨缶
517kcal 528kcal 411kcal 57kcal 1513kcal
塩分2.8ｇ 塩分2.5ｇ 塩分2.6ｇ 塩分7.9ｇ
御飯 ﾎﾟｰｸｶﾚｰﾗｲｽ 御飯 クレープ
白菜の煮物 生野菜ｻﾗﾀﾞ 千草焼卵
ｻﾂﾏ芋ｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ なすのそぼろあん煮

2月12日 ふりかけ ﾖｰｸﾞﾙﾄ･ﾌﾙｰﾂｿｰｽ ﾂﾅ和え
(金) 味噌汁 すまし汁

牛乳
516kcal 493kcal 481kcal 58kcal 1548kcal
塩分 2.7ｇ 塩分 3.4ｇ 塩分2.8ｇ 塩分8.9ｇ
御飯 御飯 御飯 ﾋﾟｰﾁﾌﾙｰﾁｪ
ｻﾔと玉葱の卵とじ マスのﾚﾓﾝｿｰｽかけ(ﾏｽ) 鶏肉と高野豆腐の煮物
なめ茸和え ｳｲﾝﾅｰのｺﾝｿﾒ煮 小松菜と竹輪の炒め物

2月13日 ふりかけ ｼｪﾙﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ ﾓﾔｼとﾋﾟｰﾏﾝの酢の物
(土) 味噌汁 ﾄﾏﾄｽｰﾌﾟ 味噌汁

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･ﾐｶﾝ缶
495kcal 587kcal 440kcal 53kcal 1575kcal
塩分2.5ｇ 塩分3.2ｇ 塩分2.8ｇ 塩分8.5ｇ
御飯 御飯 御飯 ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝｹｰｷ
薩摩揚の炒り煮 豚肉と青梗菜の炒め物 魚の和風ｽﾃｰｷ(ｻﾊﾞ)
ｷｬﾍﾞﾂのお浸し ひじきの煮物 ｱｽﾊﾟﾗの炒め物

2月14日 ふりかけ ﾎﾟﾝ酢和え 白菜と人参のｻﾗﾀﾞ
(日) 味噌汁 味噌汁 味噌汁

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙ缶
476kcal 476kcal 499kcal 122kcal 1573kcal
塩分3.0ｇ 塩分3.2ｇ 塩分2.6ｇ 塩分8.8ｇ



3 令和3年  2月献立表 つばめの里　本町東

朝 昼 夕 おやつ
御飯 御飯 御飯 黒ｺﾞﾏﾌﾟﾘﾝ
ﾎｳﾚﾝ草の卵とじ ﾎﾜｲﾄｼﾁｭｰ 豚肉のｽﾀﾐﾅ炒め
茄子のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞかけ ﾓﾔｼの炒め物 ｲﾝｹﾞﾝのおかか煮

2月15日 ふりかけ ﾄﾏﾄのﾌﾚﾝﾁｻﾗﾀﾞ かぶの甘酢漬
(月) 味噌汁 りんご 味噌汁

牛乳
507kcal 489kcal 448kcal 82kcal 1526kcal
塩分2.4ｇ 塩分2.5ｇ 塩分3.1ｇ 塩分8.0ｇ
御飯 御飯 御飯 ﾁｮｺﾊﾟﾝ
じゃが芋とﾂﾅの炒め物 牛肉とｾﾛﾘのｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め 魚のきのこあんかけ
ゆかり風味(小松菜） ｾﾞﾝﾏｲとｻﾂﾏ揚げの煮物 ｳｲﾝﾅｰの野菜炒め

2月16日 のりの佃煮 かき玉汁 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰｻﾗﾀﾞ
(火) 味噌汁 ｻﾂﾏ芋ｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙ缶
471kcal 518kcal 453kcal 101kcal 1543kcal
塩分2.5ｇ 塩分3.4ｇ 塩分3.2ｇ 塩分9.1ｇ
御飯 炊き込みご飯 御飯 杏仁豆腐
豆腐と野菜の炒め物 静岡おでん風 鶏肉の味噌ﾏﾖﾈｰｽﾞ焼
ｱｽﾊﾟﾗのお浸し うざく 付合せ

2月17日 ふりかけ :お吸物 かぶのくず煮
(水) 味噌汁 抹茶ﾌﾟﾘﾝ ｷｬﾍﾞﾂのｻﾗﾀﾞ

ﾔｸﾙﾄ 中華ｽｰﾌﾟ
397kcal 564kcal 471kcal 93kcal 1525kcal
塩分2.7ｇ 塩分4.1ｇ 塩分3.0ｇ 塩分9.8ｇ
御飯 御飯 御飯 クリームパン
竹輪の野菜炒め ホキの煮つけ 豚肉の生姜焼
ｲﾝｹﾞﾝのｸﾙﾐ和え 大根のバター醤油炒め 春菊の煮浸し

2月18日 のりの佃煮 蒸し茄子のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞかけ 南瓜のサラダ
(木) 味噌汁 味噌汁 すまし汁

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･和梨缶
479kcal 453kcal 480kcal kcal kcal
塩分2.7ｇ 塩分2.7ｇ 塩分2.5ｇ 塩分    ｇ 塩分    ｇ
御飯 ちゃんぽんうどん 御飯 いちごﾌﾙｰﾁｪ
生揚の煮物 ｼｭｰﾏｲ･2種 魚の有馬煮
ｵｸﾗのなめ茸和え 大根とﾎﾀﾃのｻﾗﾀﾞ もやしの和風炒め

2月19日 ふりかけ ﾌﾙｰﾂ･黄桃缶 ｷｬﾍﾞﾂのｺﾞﾏ和え
(金) 味噌汁 味噌汁

牛乳
485kcal 555kcal 467kcal 49kcal 1556kcal
塩分2.4ｇ 塩分4.3ｇ 塩分 2.7ｇ 塩分9.4ｇ
御飯 焼とり丼 御飯 紅茶ｹｰｷ
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ｱｽﾊﾟﾗとﾍﾞｰｺﾝの炒め物 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
青梗菜のお浸し 春菊の和え物 揚げなすの煮物

2月20日 ふりかけ 味噌汁 白菜のｻﾗﾀﾞ
(土) 味噌汁 ﾌﾙｰﾂ･ﾐｶﾝ缶 華風ｽｰﾌﾟ

牛乳
kcal kcal kcal kcal kcal
塩分    ｇ 塩分    ｇ 塩分    ｇ 塩分    ｇ 塩分    ｇ
御飯 御飯 御飯 ワッフル
ﾊﾝﾍﾟﾝと野菜煮物 麻婆豆腐 魚の生姜焼
かぶのｻﾗﾀﾞ 大根とあさりの炒め煮 冬瓜の煮物

2月21日 ふりかけ ﾓﾔｼのﾅﾑﾙ ﾎｳﾚﾝ草のゆず浸し
(日) 味噌汁 中華ｽｰﾌﾟ 味噌汁

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･ﾏﾝｺﾞｰ
kcal kcal kcal kcal kcal
塩分    ｇ 塩分    ｇ 塩分    ｇ 塩分    ｇ 塩分    ｇ



4 令和3年  1月献立表 つばめの里　本町東

朝 昼 夕 おやつ
御飯 御飯 御飯 水羊羹
大根の炒り煮 筑前煮 ｻﾂﾏｱｹﾞと野菜の炒め物
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ 茄子とｴﾘﾝｷﾞの炒め物 車麩の煮物

2月22日 ふりかけ 豆腐サラダ いんげんの菜種和え
(月) 味噌汁 味噌汁 すまし汁

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･ﾘﾝｺﾞ缶
481kcal 512kcal 433kcal 88kcal 1514kcal
塩分2.4ｇ 塩分3.3ｇ 塩分3.5ｇ 塩分8.9ｇ
御飯 赤飯 御飯 どらやき
ｶﾘﾌﾗﾜｰのそぼろ煮 焼魚 豚肉と南瓜の甘辛煮
ﾎｳﾚﾝ草の和え物 茶碗蒸し 野菜炒め

2月23日 のりの佃煮 菜の花のお浸し ｷｭｳﾘと大根のｻﾗﾀﾞ
(火) 味噌汁 すまし汁 味噌汁

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･ﾊﾞﾅﾅ
472kcal 505kcal 448kcal 114kcal 1539kcal
塩分2.5ｇ 塩分3.8ｇ 塩分3.3ｇ 塩分9.6ｇ
御飯 御飯 御飯 スイスロール
旬彩焼き 肉豆腐 ちゃんちゃん焼き
ｷｬﾍﾞﾂのおかか和え じゃが芋とﾂﾅの炒め物 肉団子と白菜の煮物

2月24日 ふりかけ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ･ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ごぼうｻﾗﾀﾞ
(水) 味噌汁 味噌汁 すまし汁

ｼﾞｮｱ ﾌﾙｰﾂ･白桃缶
430kcal 490kcal 498kcal 89kcal 1507kcal
塩分2.4ｇ 塩分 2.9ｇ 塩分3.1ｇ 塩分8.4ｇ
御飯 ﾊﾔｼﾗｲｽ 御飯 ﾐﾆたい焼
青梗菜とｱｻﾘの炒り煮 生野菜ｻﾗﾀﾞ えび玉あんかけ
人参ｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ 大根の煮物

2月25日 のりの佃煮 キウイ ｲﾝｹﾞﾝの和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
(木) 味噌汁 味噌汁

牛乳
472kcal 452kcal 490kcal 98kcal 1512kcal
塩分2.5ｇ 塩分3.6ｇ 塩分2.9ｇ 塩分9.0ｇ
御飯 御飯 御飯 プチシュー
炒り豆腐(ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ) タラのきのこソース 鶏肉となすの煮物
小松菜のお浸し さつまいものレーズン煮 里芋の煮っころがし

2月26日 ふりかけ サーモンのマリネ ｵｸﾗの和え物
(金) 味噌汁 コンソメスープ すまし汁

牛乳 フルーツカクテル缶
490kcal 586kcal 440kcal 46kcal 1562kcal
塩分2.8ｇ 塩分 3.0ｇ 塩分3.1ｇ 塩分8.9ｇ
御飯 御飯 御飯 まんじゅう
竹輪の野菜炒め 鶏肉の照焼 シイラのﾀﾙﾀﾙｿｰｽかけ
ｱｽﾊﾟﾗの胡麻和え ｶﾆ風味あんかけ ﾏｶﾛﾆのﾄﾏﾄ煮

2月27日 ふりかけ 春菊のわさび和え 大根ｻﾗﾀﾞ
(土) 味噌汁 味噌汁 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ

牛乳 フルーツパイン缶
490kcal 432kcal 542kcal 59kcal 1523kcal
塩分2.5ｇ 塩分3.5ｇ 塩分3.1ｇ 塩分9.1ｇ
御飯 御飯 御飯 きなこﾊﾟﾝｹｰｷ
ﾎﾟﾃﾄとｳｲﾝﾅｰのｿﾃｰ 魚のｶﾚｰﾑﾆｴﾙ 豚肉のしぐれ煮
ﾎｳﾚﾝ草の和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 卵野菜炒め きんぴられんこん

2月28日 ふりかけ ｵﾆｵﾝｻﾗﾀﾞ 小松菜のくるみ和え
(日) 味噌汁 豆乳スープ 味噌汁

牛乳 ﾌﾙｰﾂ･和梨缶
510kcal 526kcal 455kcal 62kcal 1553kcal
塩分2.6ｇ 塩分2.6ｇ 塩分3.1ｇ 塩分8.3ｇ
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