
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1

朝
ご飯・味噌汁・牛乳・鯖味
噌・オムレツ・豚肉生姜焼
き・野菜、ウィンナー炒め

昼
ご飯・和風シチュー・マカ
ロニサラダ・みかんとゼ
リー

夕
ご飯・味噌汁・豚みそス
テーキ・ニラ玉炒め・生酢
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朝

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・さつま芋の素揚げ・ほ
うれん草白和え・ミックス
ベリーヨーグルト

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・白菜の玉子とじ・煮
豆・たくあん・フルーツゼ
リー和え

パンケーキ・スープ・スク
ランブルエッグ・ポテトフラ
イ・ベーコンとブロッコリー
の炒め物

ご飯・味噌汁・味のフラ
イ・大根、人参、鶏肉の煮
物・ほうれん草のなめ茸
和え・煮豆

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
すき焼き風煮・大根の粕
漬け・煮豆

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮エビシュウマイ・カニク
リームコロッケ・マカロニ
サラダ・なめ茸おろし

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・玉子焼き・巾着
煮物・南瓜コロッケ・鶏照
り焼き・漬物

昼
お稲荷さん・カレーうど
ん・白身フライ・ブロッコ
リー・エビシュウマイ

恵方巻・ソーメン汁・南瓜
コロッケ・野菜サラダ・牛
乳プリン

三種類丼(生姜焼き、味
噌焼き、親子)・マカロニ
サラダパイン

カレーライス・もやしのお
浸し・みかん、桃

ご飯・味噌汁・つくね・ネ
ギ入り玉子焼き・ラーメン
サラダ

クリームオムライス・ワカ
メスープ・ふかし芋・パイ
ン

野菜塩ラーメン・餃子・ほ
うれん草トビッコ和え・大
根、中華ｻﾗﾀﾞ・バナナと
桃のゼリー和え

夕
牛丼・味噌汁・ブロッコ
リーバター炒め・ほうれん
草の白和え・洋梨

ご飯・玉子スープ・鶏肉の
ケチャップ炒め・長いもの
梅肉和え・人参きんぴら・
みかん、桃

ご飯・味噌汁・チーズハン
バーグ・胡瓜の酢の物・
たくあん

海鮮丼・味噌汁・おでん・
プリン

ご飯・味噌汁・肉じゃが風
煮物・カレーコロッケ・白
菜と天カマの炒め物

漬けマグロ丼・味噌汁・人
参しりしり・たらこ子和え・
トマト

三食丼・味噌汁・蕗の煮
物・べった漬け・洋梨
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朝
ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・ニラの玉子とじ・オニ
オンｻﾗﾀﾞ・シュウマイ

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・大根、天カマの煮物・
胡麻南瓜コロッケ・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
焼き魚・目玉焼き・さつま
芋、枝豆ｻﾗﾀﾞ・煮豆・ベー
コン炒め

ご飯・味噌汁・ほっけorタ
ラの焼き魚・小松野の和
え物蕗の炒め煮

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
の味噌煮・真タラレモン
ペッパー焼き・ベーコン、
アスパラ炒め・ニラの玉
子とじ

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
カニクリームコロッケor白
身魚のフライ・ベーコン入
り野菜炒め・たくあん・煮
豆

サンドイッチ・目玉焼き
ウィンナー・ハンバーグ・
バナナ、ブルーベリー生
クリーム和え

昼
ご飯・味噌汁・唐揚げ・大
学芋・大根の煮物・ピーマ
ンと茄子の油揚げ炒め

ご飯・味噌汁・エッグバー
グ人参のクラッセ・マッ
シュポテト・大根の酢の物

ご飯・ニラ玉スープ・チー
ズ入りチキンフライ・大根
サラダ・マカロニグラタン

具沢山の豚丼・すり身汁・
ポテトサラダ・ニラの玉子
とじ

ミートスパゲッティ・おにぎ
り・じゃが芋と玉葱のスー
プ大根とがんもの煮物

そぼろ丼・味噌汁・ポテト
サラダ・ほうれん草のな
め茸和え・ゼリー

ご飯・ニラ玉スープ・デミ
ハンバーグ・ほうれん草、
人参のソテー・みかん、
バナナのゼリー和え

夕
カレーライス・スープ・南
瓜いとこ煮・プリン

スープカレー・ホワイトア
スパラ・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・鮭のちゃん
ちゃん焼き・大根の粕漬
け

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・南瓜煮・煮豆・漬物

五目釜飯・豚汁・餃子・た
くあん

ご飯・タラフライ・茄子炒
め・豚汁・くらげ、ほうれん
草カニカマ和え・茶碗蒸し

親子丼・味噌汁・生酢・パ
イン、みかん
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朝
ご飯・味噌汁・玉子焼き・
豆腐ハンバーグ・南瓜コ
ロッケ・白和え

ご飯orパン・味噌汁・まだ
間焼き・タラと鯖の西京焼
き・小松菜の炒め煮・フ
ルーツゼリー和え

ご飯・味噌汁・牛乳・大
根、さつま芋の味噌煮・ハ
ム、目玉焼き・ニラ玉子と
じ・サバ味噌煮

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・だし巻き卵・豚肉
焼き・ハム、しめじ炒め・
煮豆

ご飯・味噌汁・オムレツ・
ほうれん草のなめ茸和
え・ニラの玉子とじ・フラン
クフルト

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭の
味噌焼き・山芋ステーキ・
ウィンナー炒め・ｻﾗﾀﾞ・煮
豆

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・キャベツと天カマの煮
物シュウマイ・煮豆・黄桃
ゼリー和え

昼

ご飯・鮭シチュー・ほっけ
フライ・甘酢あんかけ団
子・ポテトサラダ・厚切り
ハムとほうれん草のソ
テー

鯖寿司・豚汁・ナポリタン
スパゲッティ・大学芋

二色丼・白身フライ・たく
あんのかつお節まぶし・
煮豆とさつま芋の和え物

カレーライス・フルーツポ
ン

ご飯・白菜味噌汁・大根
の味噌煮・豚肉の玉子と
じ・ちくわ、胡瓜ｻﾗﾀﾞ

おにぎり・醤油ラーメン・
大根サラダ・コロッケ・ブ
ルーベリー入りフルーチェ

ハンバーグカレー・フルー
ツポンチ・枝豆さつま芋ｻ
ﾗﾀﾞ

夕
ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・茄子の甘辛炒
め・煮物

海鮮丼・味噌汁・トマト甘
煮茶碗蒸し

焼きそば・いわしのつみ
れ汁・サンマの龍田揚
げ、サンマの梅はさみ焼・
桃のフルー

ご飯・キャベツの塩鍋・茄
子、ピーマンの味噌炒め・
煮豆・粕漬け

ご飯・豚汁・煮込みハン
バーグ・ほうれん草のな
め茸和え・ポテトサラダ

ご飯・コンソメスープ・カル
ボナーラ・ポテトフライ・
コールスローサラダ

ご飯・味噌汁・生姜焼き・・
キャベツの千切り・生酢・
煮豆・フルーチェ
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朝

ご飯・味噌汁・白身魚とタ
ルタルソースのフライ・揚
げじゃが・キャベツ、人
参、シーチキンの温ｻﾗﾀﾞ・
ブルーベリークリーム

ご飯・味噌汁・たらor銀カ
レイの焼き魚・大根の煮
物・きのこのポン酢炒め・
煮豆

ご飯・味噌汁・茄子と挽肉
の和風あんかけ・長いも
のステーキ・豆腐の胡麻
ドレｻﾗﾀﾞ・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖み
りん焼き・筑前煮・ほうれ
ん草の胡麻和え・だし巻
き卵

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・蕗の煮物・煮豆・ハム
巻きポテトサラダ

ご飯・味噌汁・焼きソー
セージ・肉豆腐・オムレ
ツ・南瓜ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮大根とツナの煮物・桃
ヨーグルト

昼
桜エビ野菜のかき揚げう
どん・大学芋・おにぎり・
茶碗蒸し

オムライス・味噌汁・
ジャーマンポテト・エビ
シュウマイ

ご飯・ポテトサラダ・大
根、人参、肉団子の煮
物・豚肉、キャベツの炒め
物

ご飯・味噌汁・ピーマンの
肉詰め・サンマ煮魚・もや
し、きのこの玉子とじ・フ
ルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・大根のあ
んかけ煮・胡瓜とトマトの
和え物・きんぴらごぼう・
バナナヨーグルト

二色丼・味噌汁・大学芋・
玉子ｻﾗﾀﾞ・白玉フルーツ
ポンチ

ご飯・コロッケ・きのこ肉
巻き・煮豆・玉子ｻﾗﾀﾞ・ほ
うれん草のお浸し・大根
の生酢

夕
味噌豚炒飯・味噌汁・お
好み焼き・煮豆・洋梨

ご飯・味噌汁・大根と鯖の
煮物・人参きんぴら・長い
もとカニカマの梅和え

オムそば・アメリカンドッ
グ・煮豆

豚肉の生姜焼き丼・味噌
汁ホワイトアスパラ・長い
もの和え物・フルーツゼ
リー和え

親子丼・味噌汁・白和え・
ミックスベリーフルーチェ

ご飯・味噌汁・キャベツと
豚肉の煮物・ほうれん草
の玉子炒め・パインのフ
ルーチェ煮豆

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・玉葱のｻﾗﾀﾞ・ニラの
玉子とじ

グループホームアウル 　２月　献立表
アウルⅠ


