
週 間 メニュー 表
宇部高専寮 一般 2023年05月01日 (月) ～ 2023年05月31日 (水)

食 味噌汁 スープ スープ

5月6日(土) 5月7日(日)5月1日(月) 5月2日(火) 5月3日(水) 5月4日(木) 5月5日(金)

　　

朝 ･御飯 ･セレクトパン ･セレクトパン ･セレクトパン ･セレクトパン ･セレクトパン ･セレクトパン

スープ スープ スープ スープ

 `ビーフンソテー キャベツサラダ ･キャベツサラダ キャベツサラダ ･キャベツサラダ キャベツサラダ キャベツサラダ

 ブロッコリーサラダ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

 納豆

 牛乳
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:749kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:985kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1008kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1013kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:993kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1007kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1024kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.9g   
 脂質  :19.9g   食塩相:3.1g   脂質  :52.3g   食塩相:5.2g   脂質  :54.8g   食塩相:5.5g   脂質  :53.7g   食塩相:4.6g   脂質  :53.6g   食塩相:3.8g   脂質  :52.9g   食塩相:5.1g   脂質  :56.0g   食塩相:4.3g   

昼 豚すき焼丼 ･御飯 坦々麺 ポークカレー 照り焼マヨ鶏丼 きつねうどん 中華丼

食 味噌汁 味噌汁 御飯 ･ポテトサラダ 味噌汁 白菜の高菜炒め スープ

 コールスローサラダ ◎鶏肉とじゃが芋の旨煮 塩昆布和え 大根サラダ ･御飯 人参しりしり

 小松菜とえのきの和え物
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:846kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :25.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:696kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:964kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:756kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1013kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :35.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:804kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:694kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :24.7g   
 脂質  :29.0g   食塩相:3.4g   脂質  :10.8g   食塩相:4.9g   脂質  :23.9g   食塩相:4.5g   脂質  :23.3g   食塩相:5.5g   脂質  :35.9g   食塩相:3.5g   脂質  :6.6g   食塩相:6.1g   脂質  :14.3g   食塩相:4.3g   

夕 A定食 ･御飯 A定食 ･御飯 A定食 ･御飯 ･御飯

食 ･御飯 肉団子のクリーム煮 ･御飯 豚汁 ･御飯 清まし汁 味噌汁

 スープ グリ－ンサラダ スープ 魚の甘酢あんかけ スープ ◎豚肉ときのこの豆板醤炒め グリルチキン２種ｿｰｽ

 牛肉のケチャップ炒め ハンバーグ～おろしソース～ 小松菜と油揚げのごま和え メンチカツ 厚揚げのそぼろ煮 アスパラと卵のソテー

 シーザーサラダ マカロニサラダ マカロニソテーデミソースがけ

 ｴﾈﾙｷﾞｰ:819kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:780kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:898kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:783kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :24.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:830kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:824kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :25.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:903kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :32.4g   
 脂質  :30.2g   食塩相:2.8g   脂質  :17.2g   食塩相:4.3g   脂質  :30.8g   食塩相:4.6g   脂質  :17.9g   食塩相:3.9g   脂質  :20.7g   食塩相:3.2g   脂質  :32.5g   食塩相:3.0g   脂質  :37.2g   食塩相:2.8g   

 B定食 B定食 B定食

 ･御飯 ･御飯 ･御飯

 スープ スープ スープ

 白身魚ガーリックソテー マグロかつ　ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ 魚のトマトソースかけ

 シーザーサラダ マカロニサラダ マカロニソテーデミソースがけ

 ｴﾈﾙｷﾞｰ:573kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:905kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:668kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :17.6g   
 脂質  :8.3g   食塩相:2.2g   脂質  :33.1g   食塩相:3.2g   脂質  :12.8g   食塩相:3.7g   
日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:2414kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2461kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2870kcal

食塩相:14.6g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :80.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2552kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :63.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2836kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :79.6g   

食塩相:10.5g   計 脂質  :79.1g   食塩相:9.4g   脂質  :80.3g   食塩相:14.4g   脂質  :109.5g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :67.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2621kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :79.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2635kcal

脂質  :107.5g   食塩相:11.3g   脂質  :94.9g   食塩相:14.0g   脂質  :110.2g   脂質  :92.0g   食塩相:14.2g   
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週 間 メニュー 表
宇部高専寮 一般 2023年05月01日 (月) ～ 2023年05月31日 (水)

食 味噌汁 スープ 味噌汁 スープ

5月13日(土) 5月14日(日)5月8日(月) 5月9日(火) 5月10日(水) 5月11日(木) 5月12日(金)

　　

朝 ･御飯 ･セレクトパン ･御飯 ･セレクトパン 御飯・パン ･セレクトパン ･セレクトパン

味噌汁 スープ スープ

 ウインナーソテー キャベツサラダ ごぼうとこんにゃくの土佐煮 キャベツサラダ れんこん金平 キャベツサラダ キャベツサラダ

 ･コロッケ 牛乳 ほうれん草のお浸し 牛乳 サラダ 牛乳 牛乳

 納豆 冷奴 果物

 牛乳 牛乳 牛乳
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:895kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :25.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1016kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:648kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:991kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1018kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1024kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1003kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.5g   
 脂質  :32.4g   食塩相:3.5g   脂質  :53.7g   食塩相:4.6g   脂質  :11.5g   食塩相:3.0g   脂質  :52.3g   食塩相:5.2g   脂質  :34.5g   食塩相:4.1g   脂質  :54.7g   食塩相:4.8g   脂質  :51.8g   食塩相:4.5g   

昼 卵とじうどん 豚焼肉の塩ダレ丼 牛丼 ･御飯 ビビンバ丼 ○ロコモコ丼 海鮮チャーハン

食 竹輪の炒め物 スープ 清まし汁 味噌汁 スープ スープ スープ

 菜めし 胡瓜とわかめの和え物 おくらのとろろ和え ◎豚肉とニラもやしの炒め物 春雨の中華和え いちごムース 中華サラダ

 `揚げ餃子
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:926kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :34.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:917kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :24.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:717kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:703kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:750kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:981kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:652kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.7g   
 脂質  :17.3g   食塩相:5.2g   脂質  :26.6g   食塩相:4.8g   脂質  :7.7g   食塩相:2.4g   脂質  :17.7g   食塩相:4.6g   脂質  :10.2g   食塩相:3.2g   脂質  :28.3g   食塩相:3.4g   脂質  :5.3g   食塩相:3.9g   

夕 A定食 ○ハヤシライス シンガポールチキンライス&ナシゴレン ･御飯 A定食 ･御飯 ･御飯

食 ･御飯 サラダ スープ スープ ･御飯 味噌汁 味噌汁

 味噌汁 グリーンサラダ 鶏肉のクリームソース 味噌汁 鶏肉ソテーｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽ ･豚肉の生姜焼き

 白身魚の明太マヨ焼き ケーキ 白菜サラダ 魚のコーンマヨ焼 ロールキャベツ なめ茸和え

 ピーナツ和え ベーコンと野菜のカレー炒め
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:734kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:970kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:844kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :25.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:752kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :26.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:809kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:777kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:768kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.4g   
 脂質  :25.6g   食塩相:3.8g   脂質  :30.9g   食塩相:3.2g   脂質  :33.5g   食塩相:1.7g   脂質  :21.9g   食塩相:2.7g   脂質  :25.8g   食塩相:4.1g   脂質  :22.2g   食塩相:3.7g   脂質  :24.7g   食塩相:2.8g   

 B定食 B定食 B定食

味噌汁

 ･御飯 ･御飯 ･御飯

 豚キムチ炒め ◎ホキのカレーフリッター ･レモンペッパーチキン

 

ピーナツ和え マカロニサラダ ベーコンと野菜のカレー炒め

味噌汁 スープ

 ｴﾈﾙｷﾞｰ:744kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:810kcal

 

食塩相:2.0g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :27.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:858kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.5g   

 脂質  :27.1g   食塩相:2.5g   脂質  :22.9g   
ｴﾈﾙｷﾞｰ:2446kcal

脂質  :33.9g   食塩相:5.1g   
ｴﾈﾙｷﾞｰ:2423kcal日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:2555kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :79.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2903kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2209kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :70.6g   

食塩相:12.5g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :72.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2577kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :73.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2782kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :84.3g   

食塩相:11.2g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :69.6g   

計 脂質  :75.3g   食塩相:12.5g   脂質  :111.2g   食塩相:12.6g   脂質  :52.7g   食塩相:7.1g   脂質  :91.9g   脂質  :70.5g   食塩相:11.4g   脂質  :105.2g   食塩相:11.9g   脂質  :81.8g   
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週 間 メニュー 表
宇部高専寮 一般 2023年05月01日 (月) ～ 2023年05月31日 (水)

食 味噌汁 スープ 味噌汁 スープ

5月20日(土) 5月21日(日)5月15日(月) 5月16日(火) 5月17日(水) 5月18日(木) 5月19日(金)

　　

朝 ･御飯 ･セレクトパン ･御飯 ･セレクトパン 御飯・パン ･セレクトパン ･セレクトパン

味噌汁 スープ オニオンスープ

 魚肉ソーセージと野菜の炒め物 キャベツサラダ チキンボールのケチャップ煮 キャベツサラダ 竹輪とさつまいもの金平 キャベツサラダ キャベツサラダ

 いんげんカレーマヨネーズ 牛乳 ポテトサラダ 牛乳 揚げ茄子浸し 牛乳 牛乳

 納豆 果物 納豆

 牛乳 牛乳 牛乳
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:800kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1022kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:872kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :24.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:987kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1150kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :25.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1038kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:984kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.8g   
 脂質  :24.7g   食塩相:3.9g   脂質  :56.0g   食塩相:4.1g   脂質  :24.2g   食塩相:4.4g   脂質  :52.3g   食塩相:5.2g   脂質  :43.3g   食塩相:4.0g   脂質  :54.8g   食塩相:4.4g   脂質  :53.6g   食塩相:4.3g   

昼 サラダうどん `カレーライス 酸辣湯麺(ｻﾝﾗｰﾀﾝ) ・天丼 醤油ラーメン `鶏ごぼう丼 鶏五目うどん

食 味噌汁 たこ焼き 揚げしゅうまい 清し汁 春巻き 味噌汁 里芋の田楽

 豆腐チャンプルー 鶏唐揚げ ゆかり御飯 白菜のゆかり和え ･御飯 かにかまサラダ わかめ御飯

 ゼリー

 フルーツ
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:504kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :17.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1086kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:926kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :32.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:630kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:995kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:723kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:837kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.9g   
 脂質  :15.1g   食塩相:4.0g   脂質  :34.7g   食塩相:4.8g   脂質  :23.6g   食塩相:4.7g   脂質  :12.0g   食塩相:4.2g   脂質  :22.3g   食塩相:9.7g   脂質  :18.0g   食塩相:4.9g   脂質  :7.3g   食塩相:6.7g   

夕 A定食 ･御飯 A定食 ･御飯 A定食 ･御飯 ･御飯

食 ･御飯 スープ ･御飯 味噌汁 ･御飯 味噌汁 清まし汁

 清まし汁 麻婆豆腐 味噌汁 ホキのムニエル　醤油ﾊﾞﾀｰｿｰｽ スープ サーモンフライ 鯖の味噌煮

 豚肉のこってり味噌炒め `蒸し鶏のサラダ 白身魚フライ　ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ ポパイソテー ･ぺペロンチキン ブロッコリーの和え物 大豆と鶏肉の煮物

 オクラのごま和え 菜の花の和え物 ジャーマンポテト
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:719kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:823kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :34.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:801kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:647kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :26.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:776kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :29.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:768kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:855kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :32.5g   
 脂質  :22.8g   食塩相:3.9g   脂質  :28.1g   食塩相:4.0g   脂質  :27.1g   食塩相:3.1g   脂質  :12.2g   食塩相:3.8g   脂質  :24.2g   食塩相:3.3g   脂質  :22.9g   食塩相:3.0g   脂質  :32.0g   食塩相:2.8g   

 B定食 B定食 B定食

 ･御飯 ･御飯 ･御飯

 清まし汁 味噌汁 スープ

 ･鯵の南蛮漬 豚肉のバーベキュー炒め ○デミトンカツ

 オクラのごま和え 菜の花の和え物 ジャーマンポテト
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:708kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :26.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:773kcal

食塩相:2.7g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :22.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:808kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.8g   

 脂質  :15.9g   食塩相:4.1g   脂質  :26.4g   
ｴﾈﾙｷﾞｰ:2264kcal

脂質  :23.6g   食塩相:3.6g   
ｴﾈﾙｷﾞｰ:2676kcal日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:2023kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2931kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :86.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2599kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :80.9g   

食塩相:13.2g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :65.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2921kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :82.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2529kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :72.9g   

食塩相:13.8g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :85.2g   

計 脂質  :62.6g   食塩相:11.8g   脂質  :118.8g   食塩相:12.9g   脂質  :74.9g   食塩相:12.2g   脂質  :76.5g   脂質  :89.8g   食塩相:17.1g   脂質  :95.7g   食塩相:12.2g   脂質  :92.9g   
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週 間 メニュー 表
宇部高専寮 一般 2023年05月01日 (月) ～ 2023年05月31日 (水)

食 味噌汁 スープ 味噌汁 スープ

5月27日(土) 5月28日(日)5月22日(月) 5月23日(火) 5月24日(水) 5月25日(木) 5月26日(金)

　　

朝 ･御飯 ･セレクトパン ･御飯 ･セレクトパン 御飯・パン ･セレクトパン ･セレクトパン

味噌汁 スープ ミネストローネ

 チキンナゲット キャベツサラダ 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ キャベツサラダ チーズスクランブルエッグ キャベツサラダ キャベツサラダ

 ひじきの炒め煮 牛乳 切干大根煮 牛乳 ごぼうそぼろ炒め 牛乳 牛乳

 果物 納豆 果物

 牛乳 牛乳 牛乳
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:889kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:984kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:808kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :31.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1020kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1139kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :31.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1038kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1022kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.0g   
 脂質  :29.1g   食塩相:4.1g   脂質  :52.3g   食塩相:5.2g   脂質  :17.8g   食塩相:4.8g   脂質  :56.0g   食塩相:4.1g   脂質  :42.6g   食塩相:4.2g   脂質  :54.8g   食塩相:4.4g   脂質  :56.0g   食塩相:4.1g   

昼 焼き鳥丼 ･とんこつﾗｰﾒﾝ タコライス ･御飯 豚肉と野菜のあんかけ丼 茄子のミートスパゲティ ･御飯

食 味噌汁 高菜御飯 スープ 清し汁 味噌汁 スープ 味噌汁

 浅漬 ナムル フルーチェ ◎牛肉とごぼうの味噌煮 ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳとツナのサラダ ポテトサラダ ○鶏肉のマヨポン炒め

 みぞれ和え がんもどきの含め煮
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:966kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :32.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:868kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :29.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:836kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :24.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:836kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:936kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:602kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :17.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:789kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.7g   
 脂質  :31.5g   食塩相:3.3g   脂質  :15.2g   食塩相:7.8g   脂質  :18.2g   食塩相:2.3g   脂質  :27.3g   食塩相:6.2g   脂質  :32.1g   食塩相:5.2g   脂質  :27.5g   食塩相:3.3g   脂質  :27.6g   食塩相:3.6g   

夕 A定食 ･御飯 A定食 ･御飯 A定食 ･御飯 ･御飯

食 ･御飯 味噌汁 ･御飯 ○BBQチキン ･御飯 スープ 味噌汁

 味噌汁 チキンカツ 味噌汁 ｻﾂﾏｲﾓのサラダ 味噌汁 ◎ペッパー唐揚げ ･フライ盛り合わせ

 トンテキ コンソメ煮 魚の竜田揚げ コーヒーゼリー ･豚肉と根菜の煮物 春雨の中華和え チンゲン菜のおかか和え

 もやしのソテー 焼肉炒め 白菜の和え物
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:847kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:877kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:866kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:857kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :28.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:730kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:884kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :30.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:668kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.7g   
 脂質  :29.7g   食塩相:4.2g   脂質  :23.3g   食塩相:4.6g   脂質  :28.4g   食塩相:2.6g   脂質  :26.6g   食塩相:1.7g   脂質  :21.9g   食塩相:3.2g   脂質  :30.7g   食塩相:3.1g   脂質  :9.0g   食塩相:3.9g   

 B定食 B定食 B定食

 ･御飯 ･御飯 ･御飯

 味噌汁 味噌汁 味噌汁

 ･鯖の塩焼き 鶏肉の生姜煮 魚の甘酢からめ

 もやしのソテー 焼肉炒め 白菜の和え物
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:772kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :26.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:838kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :33.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:617kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.8g   
 脂質  :28.8g   食塩相:2.6g   脂質  :31.2g   食塩相:2.6g   脂質  :8.6g   食塩相:3.5g   
日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:2702kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :90.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2729kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :80.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2510kcal

食塩相:9.6g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :85.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2713kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :72.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2805kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :75.2g   

食塩相:12.6g   計 脂質  :90.3g   食塩相:11.6g   脂質  :90.8g   食塩相:17.6g   脂質  :64.4g   
ﾀﾝﾊﾟｸ :71.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2479kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :70.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2524kcal

脂質  :92.6g   食塩相:11.6g   脂質  :109.9g   食塩相:12.0g   脂質  :96.6g   脂質  :113.0g   食塩相:10.8g   
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週 間 メニュー 表
宇部高専寮 一般 2023年05月01日 (月) ～ 2023年05月31日 (水)

食 味噌汁 スープ 味噌汁

5月29日(月) 5月30日(火) 5月31日(水)

　　

朝 ･御飯 ･セレクトパン ･御飯

 オムレツ キャベツサラダ 青菜のソテー

 ｳｲﾝﾅーとｱｽﾊﾟﾗのソテー 牛乳 ハッシュドポテト

 果物 納豆

 牛乳 牛乳
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:669kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:987kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:853kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.3g   
 脂質  :14.2g   食塩相:2.6g   脂質  :52.3g   食塩相:5.2g   脂質  :29.6g   食塩相:3.5g   

昼 スタミナ丼 ポークカレー `焼きそば

食 味噌汁 ･ポテトサラダ 人参とツナのナムル

 なすのさっぱり和え ゆかり御飯
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:949kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:756kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.1g   
 脂質  :32.8g   食塩相:3.3g   脂質  :23.3g   食塩相:5.5g   脂質  :10.5g   食塩相:4.5g   

夕 A定食 ･御飯 A定食

食 ･御飯 味噌汁 ･御飯

 味噌汁 なすと鶏肉の味噌炒め 味噌汁

 ◎鯖の照り焼き<関西> スパゲティサラダ 魚のパン粉焼

 厚揚げの煮付け スナップエンドウのソテー
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:882kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :32.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:976kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:662kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :26.8g   
 脂質  :32.0g   食塩相:5.0g   脂質  :43.6g   食塩相:3.7g   脂質  :11.5g   食塩相:2.8g   

 B定食 B定食

 ･御飯 ･御飯

 味噌汁 味噌汁

 ◎海鮮かき揚げ丼 ﾎﾟｰｸｿﾃｰきのこｿｰｽ

 厚揚げの煮付け スナップエンドウのソテー
 ｴﾈﾙｷﾞｰ:757kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :22.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:802kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :29.2g   
 脂質  :18.4g   食塩相:3.1g   脂質  :26.7g   食塩相:3.1g   
日 ｴﾈﾙｷﾞｰ:2500kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :71.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2719kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :66.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:2058kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :68.2g   
計 脂質  :79.0g   食塩相:10.9g   脂質  :119.2g   食塩相:14.4g   脂質  :51.6g   食塩相:10.8g   
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