
水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日

1 2 3 4 5 6 7

朝
・ご飯・味噌汁・カニ
玉・ホッケ塩焼・揚げ
芋・真マカロニサラダ

・ご飯・シチュー・焼き
魚・ハムサラダ・プリ
ン・漬物

・ご飯・味噌汁・目玉
焼き・マカロニツナサ
ラダ・マーボー豆腐・
天かまごぼう

・ご飯・味噌汁・鶏も
もしお焼き・もやしサ
ラダ・ふきと天かまの
煮物

・ご飯・味噌汁・玉子
とソーセージ炒め・塩
さば焼き・ホウレンソ
ウのなめ茸あえ

・ご飯・味噌汁・シュ
ウマイあんかけ・
ジャーマンポテト・白
花豆・フキと根野菜
の煮物

・ご飯・コーンポター
ジュ・ポテトサラダ・チ
ンジャオロース・玉子
焼き

昼
・ひじき五目ご飯・味
噌汁・餃子スープ・
ラーメンサラダ

・ご飯・味噌汁・小松
菜の胡麻和え・水菜
ハムのシーチキンサ
ラダ・牛丼焼き・ソー
セージのピカタ

節分メニュー・恵方巻
き・そば＜温＞・やわ
らかきんぴらごぼう

・ご飯・味噌汁・肉
じゃが・アスパラと
ベーコン焼・ほっけ焼
き

・ご飯・味噌汁・ポテト
コロッケ・さつまいも
の甘煮・胡瓜と〆サ
バ

・ご飯・味噌汁・長芋
の酢の物・鯖缶の水
菜和え・筑前煮・桃
ヨーグルト

・ご飯・すりみ汁・マー
ボ茄子・鮭焼き・マカ
ロニサラダ

夕
・ご飯・味噌汁・肉
じゃが・ホッケ焼き・
彩どりだし巻き玉子

・ご飯・味噌汁・ハン
バーグ・ホッキサラ
ダ・餃子

・ご飯・味噌汁・豚
ロール焼き・根采の
煮物・なすとピーマン
のみそ炒め

・ご飯・味噌汁・サー
モンサラダ・きんぴ
ら・シューマイあんか
け

・ご飯・とりごぼう入り
けんちん汁・すき焼
き・水菜のトビっこあ
え

・ご飯・ニラ玉子スー
プ・海老マヨネーズ炒
め・スパゲティサラダ

・おにぎり・豆腐スー
プ・焼きうどん・春菊
ツナサラダ・ポテトフ
ライ

8 9 10 11 12 13 14

朝

・ご飯・味噌汁・鶏肉
と舞茸炒め・高野豆
腐と竹の子の煮物・
焼き魚

・ご飯・味噌汁・玉子
とじ・鯖西京漬け・
ホッキサラダ・煮豆

・ご飯・味噌汁・目玉
焼き・もやし炒め・マ
カロニとソーセージの
ケチャぷ炒め

・ご飯・カボチャのポ
タージュ・鮭ムニエ
ル・ホウレン草胡麻
和え・シーチキンサラ
ダ・納豆

・ご飯・味噌汁・ホッケ
焼・鶏肉と高野豆腐
の煮物・水菜とツナ
のサラダ

・ご飯・味噌汁・鯖塩
焼き・天かまの煮物・
ハッシュドポテト・漬
物

・ご飯・三平汁・ホイ
コーロー・鮭フレーク
とちくわのしぐれ和
え・ポテトサラダ・ひじ
きの佃煮

昼
・ご飯・スープ・長芋
千切り・小松菜の胡
麻和え

・ご飯・味噌汁・豚肉
と野菜のバターソ
テー・ナスの味噌炒
め・ゆでたまごときゅ
うりのサラダ

・ご飯・味噌汁・信田
巻き・ホウレン草ピー
ナッツ和え・冷水トマ
ト

・親子丼・すり身汁・
小松菜とシメジの白
和え・ブロッコリーと
ポテトのマヨネーズサ
ラダ

・ご飯・味噌汁・カレイ
の煮付・豆腐とえの
きのあんかけ煮・ポ
テトサラダ・桃フルー
チェ

・ご飯・味噌汁・鶏肉
あんかけ・肉じゃが・
水菜卵のツナサラ
ダ・フルーツ

・きのこ釜めし・味噌
汁・ミートボールと野
菜のケチャップ炒め・
わかめの酢の物・フ
ルーツ

夕
・ご飯・味噌汁・フライ
盛り合わせ・ちくわサ
ラダ・イチゴ

・ご飯・味噌汁・マー
ボーもやし・南瓜と人
参のそぼろ煮・水菜
と小松菜のサラダ

・ご飯・味噌汁・酢豚・
切干大根・マカロニ
サラダ・ニシン菜の華
漬け

・ご飯・味噌汁・あん
かけ餃子・ひじきの
煮物・フルーツ

・ご飯・味噌汁・鶏も
ものマヨネーズ焼き・
ふきの煮物・白菜中
華サラダ

・ご飯・スープ・焼きそ
ば・サラダ・フルー
チェ

・ご飯・味噌汁・回鍋
肉・じゃがいもとさつ
まいもの煮物・スパ
サラ

15 16 17 18 19 20 21

朝
・ご飯・味噌汁・野菜
と天かまの煮物・目
玉焼き・もやしサラダ

・ご飯・味噌汁・鯖焼
き・野菜と豚肉炒め・
フルーツ

・ご飯・味噌汁・焼き
魚・豚肉と里芋の煮
物・キャベツとハムの
サラダ

・ご飯・味噌汁・ハン
バーグ・鮭のムニエ
ル・ポテトサラダ

・ご飯・味噌汁・野菜
炒め・鶏大根・水菜の
ツナ和え・

・ご飯・味噌汁・豚バ
ラ炒め・ホッキサラ
ダ・大根の煮物

・ご飯・味噌汁・玉子
ウインナー炒め・里
芋のそぼろ煮・ホウレ
ンソウのなめ茸和え

昼

・ご飯・味噌汁・煮込
みハンバーグ・切干
大根・ホウレン草ソ
テー

・お弁当幕の内
・牛丼・味噌汁・ポテ
トサラダ・うずら豆・フ
ルーツ

・ご飯・味噌汁・キャ
ベツサラダ・豚肉と大
根の煮物・ニシン菜
の花漬け

・ご飯・味噌汁・アス
パラ巻き・春菊の白
和え・ほっけみそ焼き

・ご飯・味噌汁・ふん
わり豆腐のあんか
け・厚焼き卵・ナスの
なべしぎ

・ご飯・味噌汁・酢豚・
かすべの煮付け・
きゅうりとわかめの酢
の物

夕

・ロールキャベツ・白
菜ともやしのおかか
和え・ちくわのきんぴ
ら・はっさく・ご飯・味
噌汁

・ご飯・味噌汁・レンコ
ンはさみ揚げさつま
いものかき揚げセッ
ト・ホッケ焼き・わか
めの酢の物

・ご飯・味噌汁・ジャ
ガイモの煮物・かき
揚げ・水菜と鶏肉の
サラダ・漬物

・豆ごはん・豚汁・
ピーマンのお浸し・玉
子のオードブル風/
しゃぶしゃぶ

・ご飯・味噌汁・切干
大根の煮物・チンジャ
オロース・水菜サラ
ダ・漬物

・はやしライス・中華
スープ・キャベツと
シーチキンサラダ・枝
豆

・ご飯・豆腐スープ・コ
ロッケ・鶏肉ソテー・
春菊ツナサラダ
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朝
・ご飯・味噌汁・目玉
焼き・ホッケ焼き・ア
スパラとナス炒め

・ご飯・味噌汁・豚ば
らときのこの煮物・野
菜炒め・ホッキの和
え物

・ご飯・味噌汁・里芋
の煮物・マーボー
キャベツ・ニシン漬
け・キノコちくわのク
リーム和え

・ご飯・味噌汁・マー
ボー春雨・ベーコンと
ピーマン炒め・ナバナ
のマヨネーズ和え

・ご飯・味噌汁・目玉
焼き・煮豆・スパゲ
ティサラダ

・ご飯・味噌汁・塩さ
ば・春菊のツナ和え・
煮物

・ご飯・シチュー・ホッ
ケ塩焼・野沢菜昆布・
マカロニとチキンのサ
ラダ

昼

・ご飯・味噌汁・マー
ボー豆腐・大根と手
羽元の煮物・ハムサ
ラダ

・煮込みうどん・いな
り寿司・長芋の酢の
物・南瓜の含め煮

・おにぎり・五目そば・
中華クラゲ・りんごの
ヨーグルトかけ

・ご飯・味噌汁・肉
じゃが・なっぱの白和
え・水菜のポン酢お
ろし

・ご飯・味噌汁・ハン
バーグ・ポテトサラ
ダ・かぼちゃのしゅう
まい・長芋とかにかま
の酢もの

・ご飯・味噌汁・焼き
そば・いなり寿司・レ
タスと水菜のサラダ・
ウドのきんぴら

・ご飯・味噌汁・餃子・
大根のそぼろ煮・小
松菜とぶなぴーの炒
め・うずら豆

夕

・ご飯・味噌汁・白身
魚フライ・タルタル
ソース添え・揚げ餃
子・ホウレンソウえの
きのお浸し

・ご飯・味噌汁・チン
ジァオロース・フキの
煮物・きゅうりのサラ
ダ

・ご飯・味噌汁・ジン
ギスカン・野菜とフキ
の炒め煮・ホウレンソ
ウのお浸し

・ご飯・味噌汁・豚肉
ととうふトマトのさっ
ぱり煮・チンゲン菜の
煮びたし

・炊き込みご飯・海老
チリ・天カマとベーコ
ンのきんぴら・つみれ
汁

・親子丼・キノコのご
ま和え・フルーツ・漬
物

・ご飯・味噌汁・コロッ
ケ・スパサラダ・もや
しのナムル・黄桃

29

朝

ご飯・味噌汁・鶏団子
の卵とじ・南瓜のベー
コン巻きあんかけ・プ
りんチョコムース

昼

・ご飯・味噌汁・豆腐
ハンバーグ・ホーレン
草のかつお和え・ハ
ムと胡瓜のサラダ・
シュウマイ

夕
・ご飯・シーフードの
シチュー・春菊のポン
酢和え・揚げ餃子

山ユニット２月献立表


