
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝
・ご飯・みそ汁・豚生
姜焼き・酢の物・たら
こ和え

・パン・スープ・目玉
焼き・野菜サラダ・ボ
ロニアソーセージ

昼
・梅ご飯・みそ汁・お
でん・かぼちゃサラ
ダ・長芋のしそ和え

・きのこうどん・切干
大根・えのきとびっ子
和え

夕

・ご飯・みそ汁・チキ
ンナゲット・白菜のゆ
かり和え・ふきと厚揚
げの煮物

・カレーライス・スー
プ・しめじ水菜のおろ
し和え・イチゴヨーグ
ルト

3 4 5 6 7 8 9

朝

・ご飯・みそ汁・鮭塩
焼き・きのこの卵と
じ・水菜とハムのサラ
ダ

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・餃子・ヨーグル
ト

・ご飯・みそ汁・赤魚
味噌漬け・卵焼き・ほ
うれん草お浸し・フ
ルーチェ

・ご飯・みそ汁・塩さ
ば・たらこ・ナス・さつ
ま芋のサラダ・漬物

・ご飯・みそ汁・鮭味
噌漬け焼き・スクラン
ブルエッグ・ナス生姜
焼き・りんごチーズと
ヨーグルト

・ご飯・みそ汁・さば
味噌漬け・スクランブ
ルエッグ・ナス生姜焼
き・リンゴチーズヨー
グルト

・ご飯・みそ汁・塩さ
ば・もずく酢・漬物・み
そおでん

昼

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・ホーレンソウの白
和え・かぼちゃの甘
煮・りんごコンポート

・ご飯・みそ汁・刺身
盛り合わせ・温野菜
サラダ・めかぶ

・ご飯・みそ汁・カレー
煮付＜おいらん＞・
信田巻き・焼きなす
おろし

・ご飯・みそ汁・ホイ
コーロー・じゃがバ
ター煮・子持ち昆布

・ご飯・みそ汁・トマト
サラダ・キャベツと天
カマ炒め・チキンナ
ゲット野菜添え

・ご飯・みそ汁・スンド
ウブ・マカロニサラ
ダ・磯くるみ・フルーツ
ヨーグルト

・スパゲティ・豆腐の
胡麻サラダ・〆さばの
ポン酢和え・卵スープ

夕

・恵方巻き・いなり寿
司・唐揚げ・マンゴー
プリン・マーボー豆
腐・トマト

・ご飯・オニオンスー
プ・豚冷しゃぶサラ
ダ・春菊のからし和
え・じゃがいも煮

・ご飯・卵スープ・しゅ
うまい・鶏大根・漬物

・ご飯・みそ汁・豚キ
ムチ・南瓜煮・ししゃ
もフライ

・カレーライス・味噌
汁・春雨サラダ・天カ
マの煮物

・ご飯・味噌汁・エビフ
ライ・生野菜・長芋の
酢物・やわらか大学
芋・イチゴ

・ご飯・みそ汁・きのこ
おろしハンバーグ・人
参グラッセ・卵ポテト
サラダ・かぼちゃ煮

10 11 12 13 14 15 16

朝

・ご飯・みそ汁・ほっ
け焼き・ほうれん草お
浸し・だし巻き卵・フ
ルーチェ

・ご飯・みそ汁・ウイン
ナーとブロッコリー炒
め・卵豆腐・じゃがい
も煮

・ご飯・みそ汁・ハム
エッグ・鮭焼き・水菜
といわしの和え物・
ミックスフルーツ

・ご飯・みそ汁・ほう
れん草白和え・牛しぐ
れ煮・さんま卵巻き

・ご飯・みそ汁・ベー
コンあっさり炒め・き
のこと野菜の具たくさ
ん煮・漬物

角食・レタス　・とま
と・肉だんごシ
チュー・スクランブル
エッグ・エビとアボカド
の和え物

・ご飯・みそ汁・塩
ほっけ・きゅうり・めか
ぶおくら・梅干し・しゅ
うまい

昼

・ご飯・みそ汁・かれ
い煮付・ポテトサラ
ダ・白滝とえのきの炒
め

・ご飯・みそ汁・うま
煮・かすぺ煮付・白菜
と春菊のゆかり和え

・鶏そぼろ２色丼・ク
リームシチュー・ひじ
き煮物・白菜ナメタケ
和え

・山菜おこわ・みそ
汁・湯とうふ・ぎょうざ
焼き・フルーツ缶

ご飯・みそ汁・チキン
南蛮・トマト・モヤシと
小えびの炒め・フ
ルーツ

・ビーフシチュー・ライ
ス・バナナヨーグル
ト・長芋サラダ

・いなり寿司・山菜蕎
麦＜温＞・肉じゃが・
長芋の酢の物

夕

・ご飯・みそ汁・白身
魚フライの野菜あん
かけ・ポテトフライ・き
んぴらゴボウ・豚冷
しゃぶ

・ご飯・温冷やむぎ・
サイコロステーキ・魚
肉と豆腐のハンバー
グ・野菜ソース炒め・
ら・フランス

漬けサーモン丼・み
そ汁・ナスピリ辛炒
め・ささぎの炒め煮

・ご飯・みそ汁・ぶり
大根・えびちり・ほう
れん草お浸し

・シーフードカレー・み
そ汁・水菜とハムの
炒め・みつ豆

・ご飯・みそ汁・酢の
物・いかリング・青菜
と錦糸卵のお浸し

・ご飯・みそ汁・鮭の
きのこあんかけ・筑前
煮・鶏肉と玉葱の卵
とじ

17 18 19 20 21 22 23

朝

・ロールパン・ハム
エッグ・ホッキサラダ・
〆サバ・かぼちゃ
スープ

・ご飯・みそ汁・赤魚
の味噌漬け・アスパ
ラベーコン炒め・煮
豆・もずく酢・イチゴ」

・ご飯・みそ汁・糠さ
んま焼き・もやしと人
参のポン酢・子持ち
昆布・煮豆

・ご飯・みそ汁・豆腐
田楽・アスパラ肉巻
き・チンゲン菜の胡麻
和え・めかぶ酢・

・ご飯・みそ汁・ほっ
けみそ焼・玉子焼・つ
け物・柿

・ご飯・みそ汁・ぬか
さんま・オクラのあえ
物・野菜サラダ・プリ
ンいちご

・ご飯・みそ汁・ソー
セージのケチャップ
炒め・ひじきの煮物・
煮豆・アスパラ炒め

昼
・ご飯・みそ汁・焼き
魚・温野菜盛り合わ
せ・白菜の卵とじ

・お好み焼き・ぎょう
ざスープ・フルーツ

・ご飯・みそ汁・かつ
おたたき・鮪刺し・ゴ
ボウ天の卵和え・
シーチキンサラダ・

・ご飯・みそ汁・ユーリ
ンチ・ピーマンのお浸
し・ちくわ炒め・フルー
ツヨーグルト

・焼きそば・とうふ
スープ・切り干し大
根・えのきポン酢和え

・ご飯・みそ汁・じゃが
いもの磯辺揚げ・キャ
ベツのとびっこ和え・
フルーツ缶

・ご飯・みそ汁・カレイ
の煮付・大根サラダ・
もやしの炒め物

夕

・ご飯・みそ汁・金目
魚の煮付・大根と柿
の酢の物・うどとアス
パラの酢味噌和え・
豆腐のあんかけ

・ご飯・つみれ汁・レ
ンコンと人参のきん
ぴら・南瓜含め煮・焼
きなす・ぶどういちご

・あさり炊き込みご
飯・みそ汁・焼き魚・
ほうれん草の胡麻和
え・肉じゃが

・ご飯・つみれ汁・豚
しょうが焼き・かぼ
ちゃサラダ・もずく酢

・ご飯・牛肉炒め・マ
カロニサラダ・クリー
ムシチュー

・ご飯・みそ汁・麻婆
春雨・ふきと人参と天
かまの煮物・豚すき
煮

・ご飯・コンソメスー
プ・あんかけ焼きそ
ば・めかぶ山かけ・大
学芋

24 25 26 27 28

朝

・ご飯・みそ汁・しま
ほっけ・ミートボール・
ほうれん草のおひた
し・なめ茸のみぞれ
和え

・ご飯・みそ汁・さば
味噌煮・ハムときゅう
りのゴマドレ和え・フ
ルーチェ

・ご飯・トマトスープ・ト
ラウトサーモン焼・生
野菜・目玉焼

・ご飯・味噌・ほっけ
味噌漬け・白菜の玉
子とじ・フルーツ缶

・ご飯・みそ汁・鮭の
焼物・さんまとほうれ
ん草あえ物・もずく

昼

・カレーライス・コール
スローサラダ・フライ
ドポテト・トマト・スー
プ

・ご飯・みそ汁・ハン
バーグ・ポテト・サラ
ダ

・炊き込みご飯・みそ
汁・南瓜の甘煮・長
芋ときゅうりの酢の
物・ささげとちくわの
サラダ

・豚丼・みそ汁・ホー
レン草白和え・ひじき
の煮物・りんご

・ご飯・みそ汁・筑前
煮・ラーメンサラダ・
ピーマンとナスのオイ
スターソース炒め

夕

・ご飯・みそ汁・山芋
とオクラのサラダ・ラ
ム肉の生春巻・アス
パラバター炒め

・ご飯・みそ汁・ぶり
照焼・漬物・野菜サラ
ダ・うの花

・ご飯・みそ汁・ナゲッ
トと水菜サラダ・フ
ルーツ（りんご）・ふろ
ふき大根

・シーフードカレー・み
そ汁・マカロニサラダ

・十六穀ご飯・みそ
汁・切干大根の煮
物・ポテトミートコロッ
ケレタス添え・フルー
ツ缶とバナナ

グループホームアウル２月献立表


