
グループホームアウル 　2月　献立表
アウルⅠ

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4

朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
松前漬・納豆・牛乳・プル
－ン

ご飯・味噌汁・つきこんた
らこ和え・人参金平・サン
マ飯寿し・しそ味噌・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼・小
松菜ゴマ和え・なめたけ
おろし・牛乳・プル―ン

ゆかりご飯・味噌汁・ニラ
玉・大根煮物・つぶこっこ
和え・牛乳

昼
ちらし寿司・そうめん汁・
刺身（エビ・ホタテ・サーモ
ン）・煮物・いちご

ご飯･味噌汁・ポテトコロッ
ケ・かぼちゃ素揚げ・まい
たけソテー添え・はんぺ
んサラダ・バナナヨーグル
ト

いなり寿司・のり巻き・煮
しめ・長芋三杯酢・お吸い
物・白菜お浸し

ご飯･味噌汁･豚しょうが
焼き・キャベツ添え・春雨
サラダ・とろろ梅和え

夕

ご飯･味噌汁･豚肉と白菜
酒蒸し・ほうれん草なめた
け和え・ホタテ酢味噌・か
ぼちゃ甘煮

ご飯・味噌汁・すき焼き・
焼塩サンマ・野菜炒め

ご飯･味噌汁･焼ホッケ・
玉子豆腐・菜花なめたけ
和え・セロリ金平

ご飯･味噌汁･エビチリ・た
らこ・バンバンジーサラ
ダ・漬物・

5 6 7 8 9 10 11

朝
ご飯・味噌汁・サンマ蒲
焼・つきこんたらこ和え・
昆布巻き・牛乳・プルーン

ご飯・味噌汁・三色豆・焼
しそ味噌・ナスとピーマン
炒め物・まいたけおろしポ
ン酢和え・牛乳

ご飯・味噌汁・フキとちく
わ煮物・ソーセージと小松
菜ゴマ油炒め・のり佃煮・
牛乳・プル－ン

ご飯・味噌汁･焼ホッケ・
たらこ・牛乳

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ベーコン・納豆・
かぼちゃ煮・牛乳・プルー
ン

ご飯・味噌汁･サンマ蒲
焼・ほうれん草しらすごま
油炒め・ごぼうサラダ・牛
乳

ご飯・味噌汁・たらこ・もや
しとしらす酢の物・金平ご
ぼう・牛乳・プル－ン

昼
ご飯･味噌汁･天ぷら（イ
カ・まいたけ・かぼちゃ）・
フキ煮物

ご飯･味噌汁･焼ししゃも・
もやしナムル・竹の子と人
参わかめ煮びたし・とろ
ろ・みかん

ご飯･味噌汁・おからハン
バーグきのこあんかけ・マ
カロニサラダ・ほうれん草
ポン酢和え

カレーライス・ポテトサラ
ダ・野菜サラダ・キウイ

ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・野菜サラダ・白菜
ツナ酒蒸し・フルーツヨー
グルト

オムライス・スープ・昆布
と椎茸佃煮・バンバン
ジーサラダ・フルーチェ

いなり寿司・味噌汁・玉子
豆腐・わかめサラダ・エビ
中華風炒め

夕
ご飯・味噌汁・餃子・漬マ
グロ・おから・ほうれん草
ツナ和え

ご飯・味噌汁･ジンギスカ
ン・野菜サラダ・白菜お浸
し・漬物

ご飯・煮込みうどん・切干
大根・おから

ご飯・味噌汁・焼ししゃも・
竹の子煮物・たらこポテ
ト・漬物

ご飯・豚汁・焼甘塩鮭・春
菊ゴマ和え・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・高野豆腐煮物・はん
ぺんサラダ・もずく酢

ご飯・味噌汁・焼ホッケ・
豚肉と白菜ポン酢和え・
マーボー茄子
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朝

梅粥・味噌汁・目玉焼き
甘酢あんかけ・はんぺん
チーズ焼・ソーセージ・さ
つま芋甘露煮・牛乳

ご飯・味噌汁・たらこ・大
根、人参、天かまの煮物・
挽肉茄子炒め

ご飯･味噌汁・きのこ豆
腐・なすとピーマンの味噌
炒め・塩辛・苺

ご飯･味噌汁･納豆・わか
さぎの佃煮・ほうれん草の
ツナ和え

ご飯･味噌汁・いり玉子・
かまぼこ・肉じゃが・すじこ

ご飯･味噌汁･納豆･ごぼう
のきんぴら･煮豆･小松菜
ゴマ油炒め

ご飯･味噌汁・玉子豆腐・
のり・ふきとシーチキンの
炒め煮・かぼちゃ煮

昼
ご飯・餃子スープ・かぼ
ちゃ煮・塩辛おろし・焼き
宗八・フルーツヨーグルト

ご飯・野菜ラーメン・ゆで
卵・人参、大根の酢の物

親子丼・味噌汁・茄子の
チーズグラタン・ほうれん
草のなめたけ和え・フ
ルーチェ

炊き込みご飯･味噌汁･タ
ラ子和え・カツオのたたき
サラダ･長芋・白菜と豚肉
の酒蒸し

きのこそば・たらこ和え・
大根、たこのすり身煮・も
やしナムル

ご飯･味噌汁･甘塩鮭焼
き・茶碗蒸し・ほうれん草
の梅和え・煮物

ちらし寿司・そうめん汁･
刺身（海老、鮪、サーモ
ン）・煮しめ

ご飯・すり身汁・豚の角煮
（オニオンスライス、かい
われ付）・マカロニサラダ・
フキの煮物

ご飯・味噌汁・タラの野菜
あんかけ・ほうれん草納
豆和え・かぼちゃサラダ

ご飯･味噌汁・鯖のみりん
焼き・野菜炒め・青菜漬・
ナタデココ

ご飯･塩ちゃんこ汁・かぼ
ちゃ煮・きゅうりの漬物

ご飯･味噌汁･豚肉と野菜
の酒蒸し・茄子のそぼろ
炒め煮・サーモン刺身・た
くあん

ご飯･たち汁・鶏肉のオイ
スターソース煮・きのこの
ゴマ和え・レタスとトマトの
サラダ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・茄子漬・マカロニサラ
ダ
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朝
ご飯･味噌汁･ロールキャ
ベツ・納豆ほうれん草和
え・すじこ

ご飯･味噌汁・卵焼き・ほ
うれん草かつお和え・たら
こ

ご飯・味噌汁･切干大根・
玉子豆腐・ごぼうサラダ・
煮豆

ご飯･味噌汁･目玉焼き・
肉じゃが・大根と人参の
煮物・しそみそ・わかさぎ
の佃煮

ご飯・味噌汁･カブの煮
物・豚肉とまいたけのおら
しポン酢和え

ご飯･味噌汁･さんまの蒲
焼・しその実・大根のそぼ
ろ煮･三色豆

ご飯･味噌汁･ホワイトア
スパラ・納豆・ニラときの
この玉子とじ

昼
ご飯･味噌汁･鯖焼き・も
ずく酢・煮林檎ヨーグルト･
もやし卵とじ

いなり寿司・そうめん汁･
煮物・春菊のゴマ和え・バ
ナナ

ご飯･味噌汁･バンバン
ジー・茄子の煮浸し・ひじ
き煮・フルーツ缶

醤油ラーメン（出前）

ご飯･タラ汁・マーボー豆
腐・じゃが芋といんげんの
ゴマ酢和え・林檎ヨーグル
ト

ご飯・すまし汁・刺身
（サーモン、カレイ、フクラ
ギ）・ほうれん草納豆和
え・かぼちゃ煮・バナナ

赤飯・お吸い物・煮しめ・
漬マグロ・あんず・キャベ
ツ梅和え

夕
ご飯･味噌汁･コロッケ・白
菜と豚肉の酒蒸し・ちりめ
ん

ご飯・タラの湯豆腐・セロ
リのサラダ・里芋、かぼ
ちゃの煮物

ご飯・味噌汁･ほっけ焼
き・セロリのきんぴら・煮
物

親子丼・味噌汁･春菊サラ
ダ･漬物

ご飯･味噌汁･つぼだい焼
き・厚揚げの煮物・ほうれ
ん草のなめたけ和え･み
かん

ご飯・味噌汁・焼きビーフ
ン・冷しゃぶ昆布ポン酢和
え・カブの煮物

ご飯･味噌汁・焼きそば・
ハムチーズ春巻き・芋サ
ラダ

26 27 28

朝
きのこ雑炊・味噌汁・冷
奴・挽肉とじゃが芋の煮
物・しらすの佃煮

ご飯・すり身汁・納豆・しら
すの佃煮・黒豆・ソーセー
ジの玉子とじ

ご飯・味噌汁･ねぎ入り玉
子焼き・湯豆腐・ふきの炒
め

昼
カレーライス・スープ・らっ
きょう・野菜サラダ・苺

ご飯・味噌汁・豚のしょう
が焼き・かぼちゃ煮・春雨
サラダ・ほうれん草のなめ
たけ和え

うどん・きんぴらごぼう・ポ
トフ・フルーツヨーグルト

夕

ご飯･味噌汁･鮭焼き・茄
子としめじのからし和え・
カブとかまぼこの煮物・煮
豆

中華丼・海老ワンタンスー
プ・ナムル・赤魚かす漬焼
き

五目ご飯・味噌汁・宗八
焼き・マーボー豆腐・ほう
れん草シーチキン和え・
煮豆
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