
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 5 6

朝

ご飯・南瓜の牛乳汁・目
玉焼き・にしん切り込み・
里芋と肉団子の煮物・漬
物

ご飯・味噌汁・沢庵と水菜
の和え物・ピーマンと茄
子とウインナー炒め・さつ
ま芋ヨーグルト・いかと大
根の煮物

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・ベーコンとキャベツの
ナポリタン・サーモンと玉
ねぎのマリネ

ご飯・味噌汁・里芋といん
げんの煮物・しらす大根・
チキンナゲット・枝豆豆腐

ご飯・味噌汁・茄子とブナ
ピーのチーズ和え・おふく
ろ煮・レタスとトマトとツナ
のサラダ・きんぴら

ご飯・味噌汁・焼鮭・切り
干し大根・水菜と白菜の
サラダ・おふくろ煮

昼

稲荷寿司・そうめん汁・刺
身・盛り合わせ・海老とご
ぼうのかき揚げ・ほうれ
ん草のシーチキン和え・
フルーツヨーグルト

煮込みうどん・白菜のク
リーム煮・レタスの梅サラ
ダ・みかん

親子どんぶり・味噌汁・ご
ぼうとレタスとトマトのサ
ラダ・キウイフルーツ・漬
物

牛丼・味噌汁・春雨サラ
ダ・ジャーマンポテト・三
色豆・みかん

ご飯・味噌汁・豚肉とごぼ
うのしぐれ煮・マカロニサ
ラダ・えのきとピーマンの
塩昆布和え・りんご

ナポリタン・白菜と舞茸の
スープ・トマトと大根のサ
ラダ・白桃とパイン缶

夕

ご飯・味噌汁・すき焼き
煮・春雨サラダ・大豆と昆
布と野菜の和え物・たくあ
ん

カレーライス・ソーセージ
入りスクランブルエッグ・
キャベツと人参の野菜炒
め・三色豆・桃

ご飯・味噌汁・真鱈西京
漬け・豚肉と野菜の中華
炒め・小松菜とちくわの
和風和え

ご飯・味噌汁・ロールキャ
ベツ・お好み焼き・卵豆
腐・漬物

栗ご飯・味噌汁・野菜サ
ラダ・白菜のクリーム煮・
たくあん

カレーライス・オニオン
スープ・水菜とトマトのサ
ラダ・福神漬け
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朝

ご飯・味噌汁・根菜と天カ
マの煮物・かにキュウリ
の酢の物・アスパラと
サーモンのサラダ・つぼ
漬け

ご飯・味噌汁・すき焼き肉
豆腐・ししゃもの甘露煮・
きんぴら・バナナアイス和
え

ご飯・味噌汁・いわしの味
噌煮・大根と人参の煮
物・生のりときゅうりの酢
の物

山菜栗ご飯・きのこ汁・ブ
リ照焼・なます・長芋の梅
肉和え・すき焼き風

ご飯・味噌汁・鮭の西京
焼・なるとの煮物・うずら
豆・漬物

ご飯・味噌汁・たら西京漬
焼・南瓜煮・キャベツと人
参の卵炒め

卵かけご飯・味噌汁・竹
の子とふきと人参の煮
物・大根の梅酢和え・バ
ナナのハチミツヨーグルト

昼
オムライス・春雨スープ・
マカロニサラダ・いちごと
みかん

煮込みうどん・さつま芋の
甘煮・春雨サラダ・桃缶

五目御飯・味噌汁・から
揚げ・ほうれん草のゴマ
和え・大根梅肉和え・漬
物・パイン

ミートスパゲティ・ポトフ・
コールスローサラダ・さつ
ま芋の甘露煮・ヨーグル
ト和え

デミグラスライス・味噌
汁・ポテトサラダ・ヨーグ
ルトフルーツ和え

五目釜飯・天カマと里芋
煮・春雨サラダ・煮豆・イ
チゴフルーチェ

ご飯・味噌汁・豚生姜焼・
切り干し大根・フルーツ和
え

夕

ご飯・味噌汁・銀カレイ味
醂漬け焼・大根のそぼろ
煮・マカロニポテトサラ
ダ・白菜梅シソ和え・漬物

ご飯・味噌汁・きんきの煮
付け・はんぺんと揚げカ
マの炒め物・白菜のシソ
和え・いちご

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
帆立とワカメの酢味噌・さ
つま芋甘露煮・エビ豆腐
の卵とじ

カレーライス・卵スープ・
チンジャオロース・スパゲ
ティサラダ

ご飯・味噌汁・鮭フライ
（千切りキャベツミニトマト
添）・ふきと天カマの煮
物・もやしのトビッコ和え

ご飯・味噌汁・肉豆腐・
ジャーマンポテト・ほうれ
ん草のシーチキン和え

ご飯・味噌汁・カレイの煮
付け・きんぴら・長芋とオ
ホーツクの酢の物・卵豆
腐梅干のせ
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朝
ご飯・味噌汁・団子と大根
の味噌煮・昆布の佃煮・
納豆・南瓜煮

ご飯・味噌汁・さんま蒲
焼・ほうれん草と青梗菜
のバター炒め・ミートボー
ル

ご飯・コンソメスープ・
シーフードキムチ炒め・
南瓜蜂蜜煮・トロピカル
バニラヨーグルト

ご飯・味噌汁・たらの味噌
漬け焼・ひじきと野菜の
炒め煮・さつま芋の甘露
煮・みかん

ご飯・味噌汁・シューマ
イ・ポテトサラダ・豆腐と
にらの卵とじ・大根の明
太和え・八朔オレンジ

ご飯・味噌汁・たらの粕漬
け焼・納豆・天カマとさつ
ま芋の煮物・ごぼうサラ
ダ・漬物

ご飯・味噌汁・ミニハン
バーグ（トマト添）・マカロ
ニサラダ・納豆

昼
五目ソバ・白菜と水菜の
おひたし・ゴボウサラダ・
パインヨーグルト

ご飯・ポトフ・エビカツレツ
（トマト添）・辛子明太子
パスタ・ピーマンと茄子の
味噌炒め煮・ヨーグルト
バナナ

カレーライス・野菜スー
プ・白菜とトマトのサラダ・
煮豆・たくあん・バナナ
ヨーグルト

ご飯・肉団子スープ・エビ
チリ・マーボ豆腐・レタス
とツナのサラダ・茄子と
ピーマンの味噌炒め

ちらし寿司・えび天ぷらそ
ば・刺身（サーモン・マグ
ロ）・スモークサーモンサ
ラダ・煮しめ

ご飯・豚肉とキャベツの
炒め物・ほうれん草の
ピーナッツ和え・みかんと
白桃

ちらし寿司・すまし汁・エ
ビフライ・数の子・ポテト
サラダ・マンゴーとみかん
缶

夕

かに玉炒飯・味噌汁・豚
肉とキャベツの中華炒
め・煮豆・セロリとシーチ
キンのサラダ

親子丼・味噌汁・なます・
たくあん

ご飯・味噌汁・甘塩サー
モン焼・キャベツと天カマ
の煮物・ワカメとえのきの
酢味噌和え・えび入り卵
焼き

ご飯・味噌汁・焼かれい・
マーボ白菜・ふきと天カマ
の煮物

豚丼・味噌汁・南瓜とさつ
ま芋の甘露煮・マカロニ
サラダ

カレーライス・茄子の揚げ
浸し・水菜ともやしのおひ
たし・にらと玉ねぎの卵と
じ・フルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・鯖・里芋の
ゴマ和え・大根と人参と
天カマ煮・漬物
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朝

ご飯・味噌汁・ぶりの照
焼・きんぴらごぼう・里芋
と竹輪の煮物・キャベツ
炒め

ご飯・味噌汁・ベーコンと
キムチの卵とじ・キュウリ
とワカメと春雨の酢の物・
白花豆

ご飯・味噌汁・鱒のムニ
エル・きんぴらごぼう・うど
とワカメの酢の物・わさび
野沢菜・みかん

ご飯・味噌汁・大根と人参
と天カマの煮物・茄子と
ピーマンの味噌炒め・三
色豆・一口昆布

ご飯・味噌汁・エビシュー
マイ・卵豆腐・たらこ・南
瓜煮・デザートプリン

ご飯・味噌汁・じゃが芋と
タラの芽のピリ辛炒め・大
根と人参とエリンギの煮
物・レタスとキュウリとトマ
トのサラダ

ご飯・味噌汁・納豆・鯖の
塩焼き・ふきと天カマの
炒め物・マカロニサラダ・
ウインナー・みかん

昼
ご飯・豚汁・糠さんま焼・
レタスと半熟卵のサラダ・
りんごシロップ煮

あんかけラーメン・茄子
のそぼろ炒め・バナナ
ヨーグルト・緑豆の豆腐

なめこソバ・野菜中華炒
め・オクラサラダ・梨の
ヨーグルト和え

シーフードカレー・マカロ
ニサラダ・野菜スープ・フ
ルーツヨーグルト

赤飯・吸い物・春雨のゴ
マ和え・帆立とエビとマグ
ロの刺身・煮物・バナナと
トロピカルフルーツ缶

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・い
んげんのゴマ和え・赤か
ぶの酢物・グリンピース
入りポテトサラダ

あんかけ焼ソバ・コンソメ
スープ・塩茹でジャガイ
モ・春雨サラダみかん入
り

夕

中華クリームドリア・ワカ
メ玉子スープ・春雨サラ
ダ・ひじきの煮物・たくあ
ん

豚丼・味噌汁・ホッキサラ
ダ・ほうれん草となめ茸
和え・かぶの酢漬け

ご飯・味噌汁・焼鮭・おで
ん・山菜の和風和え

ご飯・味噌汁・干しホッケ
焼・帆立の中華あんかけ
豆腐・ウドとワカメの酢味
噌和え

ご飯・味噌汁・海鮮春雨・
アスパラと鶏肉のサラダ・
チーズザンギ・たくあん

ご飯・味噌汁・水ギョー
ザ・エビチリ・肉じゃが・ゴ
マ豆腐

うなぎのひつまぶしご飯・
味噌汁・おから煮・鮭はさ
み漬け・カリフラワーとア
スパラとトマトのサラダ

28

朝

お粥・味噌汁・卵焼き・目
抜きの甘味噌焼・南瓜
煮・ほうれん草のお浸し・
白菜の瀬戸の華和え

昼

牛丼・味噌汁・帆立とネギ
とミョウガの酢味噌和え・
ポテトサラダ・アロエとパ
インのヨーグルト和え

夕

中華クリームドリア・コン
ソメスープ・もやしのナム
ル・カリフラワーとベーコ
ンのカレーソテー・たくあ
ん

グループホームアウル 　２月　献立表
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