
2022冬メニュー

朝　　　食 昼　　　食 夕　　　食

１ 焼き魚 ビーフシチュー 【旬彩御膳】
れんこんとセロリのきんぴら いかときのこのソテー 梅ごろも天

青菜の和え物 サラダ 鶏肉のくわ焼き
漬物 果物 蒸し里芋の甘味噌かけ

味噌汁・御飯 パルメザントースト きゃべつの煮浸し・果物
ヨーグルト お吸い物・御飯

  507kcal   842kcal   701kcal
２ 【食べるスープメニュー】 鶏チャーシュー 豚肉とキャベツのチーズロール

白菜とベーコンの甘酒スープ 温野菜の中華風胡麻タレ 冬野菜とツナのソテー
茹で卵＆サラダ デザート グリーンサラダ

果物 中華スープ 果物
パン チャーハン風炊き込み御飯 スープ
牛乳 バターライス

  758kcal   826kcal   725kcal
３ 焼き魚 ミートソーススパゲティー 鶏肉のカレー照り焼き

昆布とさつま揚げの煮物 魚のセサミフライ　豆腐タルタル 厚揚げのあんかけ
白菜のしそもみ ミックスサラダ 青菜のお浸し

焼き海苔 果物 果物
味噌汁・御飯 スープ 味噌バター汁
ヨーグルト 御飯

 500kcal   822kcal   774kcal
４ はちみつきなこトースト 魚の難波焼き 【韓定食（ハンジュンシク）】

ウィンナーのﾊｰﾌﾞｿﾃｰ 大根の煮物 スンドゥブチゲ
果物 海藻と長芋のサラダ プルコギ炒め

コーンポタージュ デザート（コーヒーゼリー チョレギサラダ
紅茶 味噌汁 果物

吉野の鶏めし【大分県郷土料理】 御飯

  705kcal   884kcal   781kcal
５ きのこ混ぜご飯の鮭茶漬け 回鍋肉 魚の甘酢おろし

高野豆腐の煮物 えびのヤンニョム風 いろいろ野菜のごま味噌煮

キャベツとコーンの炒め物 春雨のナムル 青菜としらすのくるみ和え

漬物 果物 デザート
ヨーグルト 大根スープ 味噌汁

御飯 御飯

  536kcal   827kcal   824kcal
６ 【食べるスープメニュー】 魚のバルサミコソース 【旬彩御膳】

クラムチャウダー いかのガーリックバター炒め れんこんの豚肉巻き
二ソワーズサラダ サラダ 魚のねぎ味噌マヨチーズ焼き

果物 デザート 野菜の炊き合わせ
パン スープ 青菜の辛子和え・果物
紅茶 ブイヨンライス 味噌汁・御飯

  735kcal   659kcal   730kcal
７ 焼き魚 【バーガーランチ】 魚の甜麺醤ソース

がんもどきと人参の煮物 てりやきハンバーガー 焼きビーフン
大根の胡麻酢和え オーブンポテト 海藻サラダ

焼き海苔 リーフサラダ 果物
味噌汁・御飯 果物 中華スープ
ヨーグルト スープ 御飯

  594kcal   815kcal   733kcal
８ ごま風味の豆乳フレンチトースト 豚テキ バターチキンカレー

ウィンナーのリヨン風 高野豆腐のナゲット梅だれ ライス＆ナン
果物 おかか和え 里芋の和風グラタン

スープ デザート サラダ
牛乳 味噌汁 果物

御飯 スープ

  745kcal   892kcal   893kcal
９ 【リゾットメニュー】 あんかけ焼きそば 魚の山葵マヨソース

バジルときのこのリゾット 揚げワンタン ミニおでん
ツナと温野菜のサラダ コーンサラダ 長芋の生姜醤油和え

ヨーグルト 果物 デザート
スープ 中華スープ かきたま汁
紅茶 御飯

  524kcal   750kcal   815kcal
１０ オープンサンド 魚のみそ照り焼き キンパ（韓国風のり巻き）

サラダ 豆腐入り鶏団子の煮物 ニラとツナのチヂミ
果物 冬野菜とレモンの甘酢和え 大根サラダ

スープ 果物 デザート
牛乳 味噌汁 韓国風わかめスープ

ひじき御飯

  536kcal   807kcal   852kcal
2022/11/26

赤文字：今期新メニュー 青文字：季節のメニュー 緑文字：食効カード添付メニュー ㈱パンプキンズコーポレーション

※仕入れの都合上、献立内容が若干変わることがあります

★一味違った韓国料理の定番 チヂミ

韓国の定番料理であるチヂミを手軽に購入できる
ツナ缶で、アレンジ！オイル缶を使用することで
しっとりと焼き上がります。さっぱりポン酢醤油で食べても良し、
コチュジャンとマヨネーズを合わせたピリ辛コチュマヨで
食べても良し！お好みのたれで召し上がれ♪

★胡麻+パン粉=セサミパン粉でヘルシーフライ♪

パン粉だけのフライに比べ、カルシウムは倍にアップ！※
他にも、鉄分などのミネラルや強い抗酸化作用をもつ
セサミンなど、胡麻の優れた栄養がプラスできます★
胡麻のかおり香ばしい・おいしー・ヘルシーなフライ料理です。
※食品成分表2020（八訂）より算出

★大根の栄養

大根は、消化を助けるとともに、代謝を良くしたり、むくみをとる
働きや、ストレスによる不調の改善に効果があると言われて
います。旬の冬には水分と甘さが増し、煮物料理にぴったり。
葉も、カロテン・カルシウム・食物繊維を含み、栄養価が高い
ので、捨てずに工夫して食卓に取り入れてみましょう。

林メディカルクリニック
からだ喜ぶ栄養メモ

★れんこんの薬効って

「れんこん」は、昔から色々な薬効があります。
一般には風邪の予防や咳止め、血液の浄化と増血作用などに
効果があるといわれています。
「れんこん」を切断したとき穴は８～１０程度あります。
小さい穴が開いているほうが、地表側上向きだそうです。

★巻かずに作る！鶏チャーシュー

鶏肉は表面を焼き、醤油、酒、砂糖、みりん、酢でコトコト
煮込めば完成♫　お酢を加えることで、鶏肉が柔らかく
仕上がります。ご飯にのせて、チャーシュー丼にするのも
おすすめです！抗酸化作用に優れた緑黄色野菜を
プラスすることで美肌や免疫強化にも役立ちます☺

★大分県の郷土料理「吉野の鶏めし」

鶏肉とごぼうを砂糖、酒、醤油で味付けし、炊き立てのご飯と
混ぜる混ぜご飯です。鶏皮を炒めて油を出すため鶏肉の香りと
旨み、ごぼうの味と食感が楽しめます。漫画「美味しんぼ」にも
掲載された、昔ながらの作り方が守られ受け継がれてきた
大分県のおもてなし料理です。

★えびのヤンニョム風

韓国の合わせ調味料を意味する‘ヤンニョム’。
コチュジャンや豆板醤といった辛味調味料に、ケチャップ・
醤油・砂糖・みりん・ニンニクを合わせました。
えびと厚揚げだけでなく、鶏肉やイカなどいろんな具材で
アレンジできちゃいます♬

★鉄分たっぷりクラムチャウダー

あさりの旨味たっぷりのクラムチャウダー♪
あさりは鉄分をたっぷり含んでいるので、疲労回復や
貧血予防に効果的☆なんと！妊娠後期の1日に必要な
鉄分の1/3量がこの一杯で補えます♪

★魚のソテー甜麺醤ソース

魚をソテーし、甜麺醤をベースに醤油やみりん、にんにくを
加えたコクのある甘辛ソースを絡めた、ご飯との相性も
抜群な一品です。付け合わせの根菜類と食べ合わせることで
DHAの酸化を防ぎ血行改善や血管と体年齢の若返りに
役立ちます。

★ごま風味の豆乳フレンチトースト

豆乳とごまを使用した、和テイストなフレンチトースト！
練りごまと黒蜜を合わせた、手作りシロップをお好みでか
けてお召し上がりください。豆乳のイソフラボンと、ごまの
豊富なセサミンの食べ合わせで、女性のアンチエイジングや
美肌作りに効果的です♡

腸活食＆温補（温めて補う）で 自然免疫力を高めよう



2022年冬メニュー

朝　　　食 昼　　　食 夕　　　食

１１ 焼き魚 野菜と肉のｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ 【旬彩御膳】
れんこんとセロリのきんぴら えびのマヨネーズ焼き 魚の竜田揚げ

青菜の和え物 サラダ 鶏肉の和風ソース仕立て

漬物 果物 あさりと白滝の煮物
味噌汁・御飯 人参ライス 旬彩と大根の和え物・果物

ヨーグルト お吸い物・御飯

  507kcal   857kcal   696kcal
１２ 【食べるスープメニュー】 油淋鶏（揚げ鶏の葱ソース） 豚肉とキャベツのチーズロール

白菜とベーコンの甘酒スープ ブロッコリーの蟹風味あんかけ 冬野菜とツナのソテー
茹で卵＆サラダ もやしの風味和え グリーンサラダ

果物 デザート 果物
パン 中華スープ スープ
牛乳 御飯 バターライス

  758kcal   697kcal   725kcal
１３ 焼き魚 ラップサンド（タコミート） 鶏肉のカレー照り焼き

昆布とさつま揚げの煮物 フィッシュ＆チップス 厚揚げのあんかけ
白菜のしそもみ コールスローサラダ 青菜のお浸し

焼き海苔 果物 果物
味噌汁・御飯 スープ 味噌バター汁
ヨーグルト 御飯

 500kcal   758kcal   774kcal
１４ はちみつきなこトースト 魚の味噌煮 【韓定食（ハンジュンシク）】

ウィンナーのﾊｰﾌﾞｿﾃｰ 豚肉とれんこんの梅重ね和え スンドゥブチゲ
果物 里芋とこんにゃくの煮物 プルコギ炒め

コーンポタージュ とろろ チョレギサラダ
紅茶 お吸い物 果物

麦御飯 御飯

  705kcal   840kcal   781kcal
１５ きのこ混ぜご飯の鮭茶漬け お麩入りハンバーグ 魚の甘酢おろし

高野豆腐の煮物 玉葱ソース いろいろ野菜のごま味噌煮

キャベツとコーンの炒め物 さつま芋のチーズ焼き 青菜としらすのくるみ和え

漬物 サラダ デザート
ヨーグルト 果物 味噌汁

スープ・御飯 御飯

  536kcal   916kcal   824kcal
１６ 【食べるスープメニュー】 豚肉とにらのスタミナそば 【旬彩御膳】

クラムチャウダー かき揚げ えのきのシャキシャキ肉巻き

二ソワーズサラダ きゃべつの甘酢和え 魚の西京焼き
果物 和風サラダ だし巻き卵・果物
パン デザート きゅうりの酢の物
紅茶 味噌汁・御飯

  735kcal   797kcal   692kcal
１７ 焼き魚 明太ドリア 魚の甜麺醤ソース

がんもどきと人参の煮物 冬野菜の和風ラタトゥイユ 焼きビーフン
大根の胡麻酢和え チキンサラダ 海藻サラダ

焼き海苔 果物 果物
味噌汁・御飯 スープ 中華スープ
ヨーグルト 御飯

  594kcal   776kcal   733kcal
１８ ごま風味の豆乳フレンチトースト 豚肉のねぎ胡麻だれ バターチキンカレー

ウィンナーのリヨン風 豆腐ときのこの落とし揚げ ライス＆ナン
果物 青菜とえのきの柚子浸し 里芋の和風グラタン

スープ デザート サラダ
牛乳 味噌汁 果物

御飯 スープ

  745kcal   745kcal   893kcal
１９ 【リゾットメニュー】 牛肉のピリ辛丼 魚の山葵マヨソース

バジルときのこのリゾット 肉絲春巻 ミニおでん
ツナと温野菜のサラダ 中華サラダ 長芋の生姜醤油和え

ヨーグルト 果物 デザート
スープ 中華スープ かきたま汁
紅茶 御飯

  524kcal   906kcal   815kcal
２０ オープンサンド 魚の唐揚げあんかけ キンパ（韓国風のり巻き）

サラダ 肉じゃが　柚子胡椒風味 ニラとツナのチヂミ
果物 れんこんの青のり焼き 大根サラダ

スープ 果物 デザート
牛乳 味噌汁 韓国風わかめスープ

御飯

  536kcal   740kcal   852kcal
2022/11/26

赤文字：今期新メニュー 青文字：季節のメニュー 緑文字：食効カード添付メニュー ㈱パンプキンズコーポレーション
※仕入れの都合上、献立内容が若干変わることがあります

★バジルときのこのリゾット

リゾットは美食の国イタリアを代表する米料理の一つ。
バジルの爽やかな香りを効かせ、カフェ風メニューにアレンジ
しました♪きのこの旨味とトマトのフレッシュな酸味も相性抜群！
風味豊かな本格おしゃれリゾットを召し上がれ♪

★ママの味方！韓国風わかめスープ

韓国では、わかめに含まれるミネラルが母乳や体の回復に
良いと言われ、妊産婦がわかめｽｰﾌﾟを飲む習慣があります。
今では、子供の誕生日には成長を願い、食卓に必ずと言って
いいほど上る料理です。わかめは、油で炒めてから使用する
ことで水気が飛び、プルッとした食感に仕上がります♪

★体の芯から温まる～スンドゥブチゲ♪

韓国語で、スンは「やわらかい」、ドゥブは「豆腐」、
チゲは「鍋料理」という意味です。
一般的に辛いイメージのある韓国料理ですが、
豚肉と野菜の甘味、あさりの出汁が効いた
優しい味付けにしています。

★魚の甘酢おろし

醤油、酢、みりん、砂糖の甘酢ダレに大根おろしを加え、
焼いた魚に煮絡めた御飯の進む一品！
大根には消化を助ける酵素が豊富に含まれており、
胃腸の働きを整えてくれます。
旬の付け合わせ野菜と一緒にお召し上がりください。

★シャキシャキ食感が楽しい♪えのきの肉巻き

えのきとパプリカを豚肉で巻き、片栗粉をまぶして醤油・酒・
みりん・砂糖で甘辛く味付けした、ごはんが進む一品です。
えのきは食物繊維たっぷりで、腸活にも効果的✧
冷めてもおいしいので、お弁当のおかずにもおすすめです。

★焼きビーフン

ビーフンは、中国で生まれたお米からできた麺です💮
お米の風味とモチモチの歯ごたえが特徴で、主食にも
おかずにもなる便利食材☆焼きビーフンにすると、ビーフンの
弾力ある食感が引き立ち、香ばしい香りが食欲をそそります。
今回はごま油が香る塩ベースの味付けに仕上げました♪

★サクモチッ！豆腐ときのこの落とし揚げ

豆腐にみじん切りした舞茸、万能ねぎを混ぜ合わせて
鶏がら(粉末)と塩で味つけ。こんがりきつね色に揚げました。
甘酸っぱい香味ダレやオーロラソースでお召し上がりください。
カルシウム(豆腐）×きのこ類の食べ合わせは、骨や歯への
カルシウムの定着を高めて、骨粗鬆症予防に役立ちます◎

★いろんな具材で楽しめる♪カフェ風ラップサンド

片手で気軽に食べられるラップサンドはカフェや
コンビニでも人気上昇中。フラワートルティーヤで
好きな具材を巻けば、オリジナルサンドの出来上がり。
色鮮やかな野菜やタコミートなどがおすすめです。

林メディカルクリニック
からだ喜ぶ栄養メモ

★人参の旨味たーっぷり♪人参ライス

甘味が強く、水分が多い「人参」を使用した炊き込み御飯です。
人参に含まれるβカロテン（ビタミンA)は抗酸化力が強く、
免疫力の向上や美肌効果も期待できます。
鮮やかなオレンジ色がアクセントになります。

★ブロッコリーの蟹風味あんかけ

鶏がらスープ、塩、ごま油で味付けた蟹あんは、
あっさりした味付けで、味のしっかりした主菜と組み合わせると
相性ばっちり！あんかけは冷めにくいため、料理を
温かい状態に保ってくれます。炒め物や点心に代わる、
中華の副菜のレパートリーにどうぞ☆

腸活食＆温補（温めて補う）で 自然免疫力を高めよう


