
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の卵とじ・おふくろ煮・ひじ
き煮イワシの蒲焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・さんまの生姜焼き・
和風肉団子・えびシュウ
マイ

昼
ご飯・すまし汁・エビフラ
イ・ハムフライ・大学芋・野
菜サラダ・フルーツ

ご飯・スープ・カレーライ
ス・南瓜煮

夕
鮭チラシ・味噌汁・ポテト
グラタン

ご飯・味噌汁・すき焼き・
芋サラダ・フルーツ盛り
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の卵とじ・サケ焼き魚・き
んぴらごぼう・豚の生姜
焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
と大根の煮物・かに玉・
ベーコン、ﾎﾟﾃﾄチーズ炒
め・胡瓜とわかめの酢の
物

ご飯・コーンスープ・玉子
焼き・ほっけ焼き魚・豚肉
と野菜の炒め物・ひじき
煮・蕗の煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・ベーコン
焼・目玉焼き・紅鮭ムニエ
ル・豚肉の生姜焼き

ご飯・味噌汁・豚肉とピー
マンのニンニク味噌炒め・
ひじき煮・オムレツ風・い
ちご

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭と
ポテトの味噌バター炒め・
納豆とチーズの玉子焼
き・南瓜ｻﾗﾀﾞ・フルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・生
酢・大根の煮物・紅サケ
焼き魚・切り干し大根

昼
巻き寿司・ソーメン汁・ニ
ラ入りチーズ焼き・大学芋

ご飯・味噌汁・カツ煮・里
芋の煮物・野菜サラダ

煮込みうどん・白菜のお
浸し梅肉和え・大根、人
参、鶏肉、インゲンの煮
物

ちらし寿司・味噌汁・ハム
とハムフライ・かぶの酢の
物・フルーツ

稲荷寿司・かき揚げうど
ん・チーズ入りニラ焼き・
大学芋・かぶの酢の物

ご飯・玉子スープ・肉豆
腐・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・茄子と
しめじのオイスター炒め

ご飯・味噌汁・鶏肉と舞茸
炒め・南瓜煮・ハムカツ・y
際ｻﾗﾀﾞ

夕
ご飯・味噌汁・和風煮込
みハンバーグ・ラーメンサ
ラダ

ご飯・シチュー・もやしの
お好み焼き・春巻きの甘
酢あんかけ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・大根、里芋の煮物・煮
玉子

ご飯・味噌汁・鶏の唐揚
げ・南瓜煮・フルーツ盛り

豚丼・味噌汁・ポテトサラ
ダ・煮豆

生チラシ寿司・味噌汁・南
瓜煮・もやしナムル

ご飯・豚汁・煮込みハン
バーグ・玉子豆腐
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
スクランブルエッグ・エビ
シュウマイ・タラの香草パ
ン粉焼き・鶏つくね・紫蘇
味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・切り
干し大根・ほうれん草の
ベーコン炒め・鯖の味噌
煮・クリームコロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・きん
ぴらごぼう・生酢・人参炒
め・麻婆茄子

ご飯・味噌汁・牛乳・大
根、里芋煮・紅鮭・茄子、
ピーマンのオイスター炒
め・目玉焼き・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・肉巻
き玉子・ヒラメのホウレン
草ソース焼き・カニクリー
ムコロッケ・豆腐サラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・南瓜煮・切り干し大
根・シュウマイ・鯖焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・ミート
オムレツ・ポテトサラダ・
紫蘇味噌・アメリカンドッ
グ・鯖の味噌煮

昼

ご飯・味噌汁・コロッケ・白
菜バラ肉ミルフィーユ・か
ぶのクリーム煮・玉葱ｻﾗ
ﾀﾞ

ご飯・味噌汁・青椒肉絲・
白菜と豆腐の煮物・南瓜
団子

ご飯・味噌汁・タラのフラ
イスパゲッティ・茄子と
ピーマンの味噌炒め

ご飯・味噌汁・うどん焼
き・唐揚げ・南瓜煮

ご飯・豚汁・野菜の肉巻
き・マカロニサラダ・ジャー
マンポテト

ちらし寿司・かき揚げそ
ば・昆布、椎茸煮物・ハム
フライ

中華丼・スープ・肉じゃが
コロッケ・茄子揚げ・大根
となめ茸の和え物

夕
ご飯・味噌汁・メンチカツ・
ジンギスカン・芋と天カマ
煮

ご飯・味噌汁・親子丼・
チーズ入りニラ焼き・フ
ルーツ

中華丼・味噌汁・生酢・南
瓜甘煮

ご飯・味噌汁・豚肉のタル
タル添え・ちくわとごぼう
のチーズ焼き・さつま芋ｻ
ﾗﾀﾞ・フルーツ

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ・ハンバーグ・さんまの
蒲焼き

海老丼・味噌汁・ラーメン
サラダ・炒り豆腐

ご飯・味噌汁・すき焼き・
たくあん・フルーツゼリー
和え
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朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
豚肉の野菜炒め・フルー
ツゼリー和え

ご飯・味噌汁・牛乳・かに
玉タラとしめじのバター炒
め・ほうれん草のなめ茸
和え・フルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
のオイスター炒め・オムレ
ツ風鮭の焼き魚・南瓜コ
ロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・カ
レーコロッケ・切昆布・
ほっけ焼き魚・南瓜煮

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
シュウマイ・マカロニサラ
ダ・煮豆・里芋の煮物

生姜ご飯・味噌汁・玉子
焼き・鶏つくね・キャベツと
天カマの炒め物・紅鮭焼
き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
き魚・ほうれん草ときのこ
のバター炒め・目玉焼き・
ミニハンバーグ

昼
ご飯・味噌汁・チキンチー
ズカツ・キャベツ挽肉中華
風・長いもの梅肉和え

ご飯・玉子スープ・カレー
ライス・トマトサラダ・南瓜
煮

天丼・シチュー・うどん焼
き・南瓜団子

ちらし寿司・かき揚げうど
んエビフライ・大学芋・フ
ルーチェ

ご飯・ポトフ・春巻きのタ
ルタルソース・きんぴらご
ぼう・ほうれん草のなめ茸
和え

ご飯・玉子スープ・肉団子
の野菜のスープ煮・
ジャーマンポテト・マカロ
ニサラダ

ご飯・すまし汁・ハンバー
グ・スパゲティ・長いも炒
め

夕
ご飯・味噌汁・唐揚げ・大
学芋・生酢

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
白菜のｻﾗﾀﾞ・フルーツ盛
り

お好み焼き・ワカメご飯・
里芋、天カマ煮

ご飯・味噌汁・おでん・長
いもの梅肉和え

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・ソーセージの卵とじ・
玉子豆腐

ご飯・味噌汁・餃子・ニラ
の卵とじ・白菜の酒蒸し

ご飯・味噌汁・豚肉のトマ
ト煮・ツナサラダ・大学芋・
フルーチェ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・天カ
マ、大根の煮物・玉子の
そぼろあんかけ・エビシュ
ウマイ・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・麻婆
豆腐・きのこと玉葱の卵と
じ炒め・カニクリームコ
ロッケ・漬物

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ミートボール・さつま
芋のｻﾗﾀﾞ・紅鮭焼き魚・
切り干し大根・ほうれん草
のお浸し

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・ハム炒め・目玉
焼き・ポテトサラダ・蕗天
カマ炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・いわし甘
露煮たらこ・シュウマイ

昼
稲荷寿司・ラーメン・里芋
の煮物・ハム炒め・野菜
サラダ

ご飯・味噌汁・海老丼・か
ぶの酢の物・野菜サラダ・
フルーツ

ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・茄子の味噌煮・マ
カロニサラダ

生チラシ寿司・ソーメン
汁・唐揚げ・フルーツ

ご飯・味噌汁・肉団子・ス
パゲティ・野菜サラダ・ほ
うれん草の胡麻和え

夕
カレーライス・玉子スー
プ・ほうれん草の胡麻和
え・フルーツ盛り

ご飯・味噌汁・マスのホイ
ル焼き・キャベツの天カマ
の炒め物

親子丼・豚汁・ポパイサラ
ダ茶碗蒸し

ご飯・味噌汁・餃子・ニラ
の卵とじ・サンマ蒲焼き

ご飯・味噌汁・鶏肉と豆腐
の照りマヨ・だんご・大
根、人参、天カマ煮・フ
ルーツ

グループホームアウル 　２月　献立表
アウルⅡ


