
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・味噌汁・茄子ピーマ
ン大葉味噌炒め・シュー
マイ・ゴボウサラダ・おふ
くろ煮・ゴマ豆腐・いちご

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
と玉ねぎの卵とじ・昆布
巻き・揚げだし豆腐・
シューマイ・たらこ

ご飯・味噌汁・豚肉のキャ
ベツ炒め・焼鮭・煮物・さ
つま芋甘露煮・干し柿・牛
乳

ご飯・味噌汁・牛乳・焼紅
鮭・煮豆・目玉焼き・ベー
コンと大根と里芋のそぼ
ろ煮・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まの柳川風卵とじ・マカロ
ニサラダ・小松菜ピーナ
ツ和え・梅干・じゃこクルミ
佃煮

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
白菜天カマ酒蒸し・じゃこ
入り納豆・桃缶・牛乳

昼  
ご飯・ラーメンスープ・イン
ゲンのゴマ和え・さつま芋
の煮物・ヒレカツ・みかん

ご飯・味噌汁・みかん・タ
ラフライタルタルソース・
春雨サラダ・ベーコンとペ
ンネのトマトソース炒め

親子丼・味噌汁・漬物・ゴ
ボウサラダ

ご飯・味噌汁・おくら納
豆・ポテトサラダ・茄子と
ピーマンの味噌炒め・お
ふくろ煮・

牛丼・味噌汁・野菜サラ
ダ・揚げだし豆腐あんか
け・プレーンヨーグルト

ご飯・味噌汁・メンチカツ
ミニトマト添え・ほうれん
草のピーナツ和え・コーン
バター・パイナップル

夕  

ご飯・味噌汁・ギョーザ・
海老しんじょ・漬物・煮
豆・ほうれん草とトビッコ
の和え物

ご飯・豚汁・キャベツと揚
げの卵とじ・鶏肉のガー
リック炒め・レタスのベー
コン炒め・煮豆・卵豆腐

ご飯・味噌汁・煮豆・かす
べ煮つけ・野菜たっぷり
中華煮・キュウリと干し柿
の酢の物・フルーツポン
チ

ご飯・味噌汁・豚肉生姜
焼・もやしとピーマンの中
華炒め・白菜と豆腐とカ
ニカマのあんかけ・舞茸
おろし和え

ご飯・味噌汁・たら西京
焼・里芋もち天煮・八宝
菜・ミニトマト

ご飯・味噌汁・キンキンの
煮魚・ニラの卵とじ・さつ
ま芋煮・漬物・マーボ茄
子
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朝

ご飯・味噌汁・オムレツ・
ハンバーグ・ウインナー・
きんぴらごぼう・鮭の切り
身和え

栗ご飯・味噌汁・牛乳・焼
紅鮭・さつま芋ヨーグルト
和え・シュウマイ・煮豆・
切り干し大根・きゅうり・
シーチキン竹輪サラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・野菜
炒め・つくね・鶏肉と里芋
となるとの煮物・南瓜甘
煮・煮豆・だし巻き卵

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
竹の子の煮物・ウイン
ナー・漬物・昆布巻き

ご飯・なめこ汁・焼鮭・煮
豆・フキと揚げの煮物・鶏
肉と里芋と根菜の煮物・
牛乳

ご飯・味噌汁・キャベツ
ベーコン炒め・ほうれん
草納豆和え・豚肉と長芋
の煮物・キウイバナナ
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・茄子の油
炒め・竹の子とフキの煮
物・サーモンマヨネーズ
和え・チーズ入り卵焼き・
牛乳

昼
オムライス・味噌汁・白菜
のおひたし・マーボ茄子・
さつま芋煮

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
回鍋肉・トマト・イカと芋の
煮物・八朔

ご飯・ラーメン・白菜のク
リーム煮・酢豚・フルーツ
ポンチ

ご飯・たち汁・肉入りハン
ペンフライ・春雨サラダ・
セロリ醤油漬け・タラ粕漬
焼・昆布とかまぼこの煮
物

ご飯・スープカレー・ラー
メン山芋サラダ・卵豆腐・
さつま芋と南瓜のあんか
け・パインバナナいちご
がけ

桜エビ炒飯・ポトフ・エビ
カツレツ・グリーンサラダ・
帆立とネギの酢味噌和
え・プレーンフルーツヨー
グルト

ご飯・味噌汁・マーボ白
菜・昆布巻き・タラの粕漬
け・焼トマト・南瓜煮

夕
ご飯・カニすり身汁・冷
しゃぶ・中華野菜煮・きん
ぴらごぼう・ゴマ豆腐

ご飯・豚汁・豚肉照焼・玉
ねぎとエリンギの炒め物・
ナメ茸大根おろし和え・レ
ンコンと竹輪のカレー天
ぷら

ご飯・味噌汁・茄子と天ぷ
らの煮物・マーボ豆腐・生
姜焼き・トマト

ご飯・味噌汁・豚肉と青梗
菜のオイスターソース炒
め・キャベツと天カマと
ベーコンのスープ煮・南
瓜煮

ご飯・ワカメスープ・味噌
おでん・お好み焼き・もや
しとニラのおひたし・ゴマ
豆腐・漬物

ご飯・味噌汁・焼鮭・チン
ジャオロース・南瓜サラ
ダ・プルーン・トマト

五目御飯・きんき汁・肉巻
き豆腐トロミあんかけ・餃
子・じゃが芋チーズ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・きの
この煮物・いんげんの
ピーナッツ和え・ウイン
ナーとピーマンのケチャ
プ炒め・スクランブルエッ
グ

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
粕焼。キャベツとハムの
炒め物・きんぴら肉巻き・
フルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鯖の味噌煮・うまみ
昆布・たらこ

ご飯・味噌汁・筑前煮・牛
乳・納豆の梅かつお和
え・大根と揚げの煮物・
ミックスフルーツのヨーグ
ルト和え

ご飯・味噌汁・牛乳・スパ
ゲティーサラダ・さんま蒲
焼・昆布巻き・さつま芋
煮・みかん

紫蘇ご飯・味噌汁・焼鮭・
南瓜煮・しゅうまい・枝豆
豆腐・みかん1/2・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と天カ
マの煮物・ピーマンとハ
ムの炒め物・卵焼き・フキ
煮物

昼

ご飯・味噌汁・じゃが芋の
ピリ辛炒め・鶏ごぼう・
豆・カシューマイ・フルー
ツポンチ

ご飯・味噌汁・ほうれん草
のなめ茸和え・ゴボウサ
ラダ・えびかつ・青梗菜と
茄子のひき肉炒め・ブ
ルーベリヨーグルト

カレーライス・スープ・サ
ラダ・バナナヨーグルト・
三色豆・たくあん

稲荷ずし・そうめん汁・エ
ビチリ・紅鮭西京焼・おろ
しきのこ和え

ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・揚げと白菜の煮
浸し・豆腐のエノキあん
かけ・ぶりの照焼

炒飯・味噌汁・さつま芋・
きんぴらごぼう・茄子とエ
リンギと椎茸のトマトソー
ス煮込み・もやしとピーマ
ンとハムのナムル

ひつまぶし・味噌汁・野菜
サラダ・玉子入り揚げ巾
着の煮物・椎茸となめ茸
とシメジの煮物

夕
ご飯・味噌汁・餃子・大根
天カマ煮・きんぴらごぼ
う・フルーツ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
マーボ豆腐・昆布巻き・タ
ラのムニエル

ご飯・うどん汁・茄子とマ
カロニのトマト煮・早煮昆
布・卵豆腐・焼ほっけ・サ
ラダ

ご飯・味噌汁・鶏肉の親
子煮・ごぼうの煮物・小松
菜と豚肉の炒め物・煮
豆・漬物

ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・ほうれん草と
人参のゴマ和え・茄子と
ピーマンの味噌炒め・漬
物

ご飯・すり身汁・たら粕
焼・さつま芋甘煮・フキ煮
物・南瓜豆腐・フルーツポ
ンチ

ご飯・味噌汁・マーボ茄
子・焼さば・エビチリ・トマ
ト・ほうれん草のなめ茸
和え
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朝

ご飯・味噌汁・ベーコンと
レタスのバター炒め・昆
布の佃煮・焼鮭・ミート
ボール・牛乳

ご飯・味噌汁・里芋と天カ
マの煮物・キャベツと豚
肉と揚げの炒め煮・じゃこ
納豆・ハムトマトサラダ・
牛乳

ご飯・味噌汁・南瓜サラ
ダ・しゅうまい・大根の煮
物・ミートオムレツ・パセリ
ミックスベジタブル炒め・
牛乳

栗ご飯・味噌汁・目玉焼
きアスパラ添え・さつま芋
煮・里芋の白ゴマ和え・
かぶの漬物・ホッキサラ
ダ・牛乳

ご飯・味噌汁・玉ねぎとニ
ラの卵とじ・ソーセージ炒
め・チーズザンギ・キュウ
リとカニカマのなめ茸和
え・納豆のおくら和え

ご飯・味噌汁・コロッケ・
から揚げ・昆布巻き・ごぼ
うサラダ・牛乳

ご飯・味噌汁・ウインナー
と竹輪のカレー炒め・スク
ランブルエッグ・バナナ
ヨーグルト・牛乳

昼
ご飯・シチュー・南瓜煮・
マーボキャベツ・野菜サ
ラダ・パインヨーグルト

ご飯・味噌汁・八宝菜・さ
つま芋のそぼろ煮・春雨
サラダ・ミカンヨーグルト

ご飯・水ギョーザスープ・
ラーメンサラダ・とりごぼ
う・茄子とエリンギのカ
ラー炒め・みかんヨーグ
ルト

カツカレー・茄子とピーマ
ンの味噌炒め・ほうれん
草とツナとオホーツクの
お浸し・黄桃ヨーグルト和
え

ご飯・味噌汁・浅羽カレイ
の煮付け・エビチリ・うど
の酢の物・小揚げの袋
煮・フルーツ

ご飯・味噌汁・マカロニグ
ラタン・青椒肉絲・フキと
白滝と竹輪とさんま蒲焼
の煮物・豆とツナのサラ
ダ・みかんヨーグルト

混ぜご飯・豚汁・白菜白
ゴマ和え・厚揚げ煮物・
甘漬けトマト

夕
ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・豆腐・中華あんかけ・
カニカマダラダ・佃煮

ご飯・味噌汁・すき焼き・
鶏つくね・ミニトマト・茄子
味噌炒め

ご飯・味噌汁・鱒のムニ
エル・たらこスパゲティ・う
どとワカメの酢味噌和え・
枝豆豆腐

ご飯・味噌汁・サーモンフ
ライタルタルソース・煮
豆・フルーツサラダ・ささ
ぎ豆と芋の煮物・きのこ
ずくしのおろし和え

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
野菜ピリ辛炒め・昆布の
佃煮・水菜サラダ・南瓜
煮・漬物

ご飯・シーフードシチュ・
マカロニサラダ・マーボ茄
子・フルーチェ

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・う
なぎ・ささぎ天カマ煮・
マーボ豆腐

28    

朝

紫蘇ご飯・味噌汁・めぬ
き甘味噌・煮豆・大豆入り
ひじき煮・ハーブレモンあ
ぶり焼・ブルーベリーヨー
グルト和え・いちご・牛乳

 　 　 　 　

昼

ご飯・玉子スープ・焼ソ
バ・水菜とキュウリのサラ
ダ・もやしのお好み焼・玉
ねぎのかき揚げ・さつま
芋の天ぷら

  　 　 　 　

夕
御飯・味噌汁・煮豆・エビ
天煮・里芋煮・たら粕焼・
にしん切り込み

  　 　 　 　

グループホームアウル  ２月　献立表
アウルⅡ


