
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・鶏肉
の竜田焼き・チーズ入り
スクランブルエッグ・かぼ
ちゃ団子・紅じゃこ辛味噌
煮

昼
チャーハン・中華スープ・
唐揚げ・セロリの和え物・
煮豆

夕

ご飯・味噌汁･イカじゃが
煮・ソイの糠漬け焼き・子
和え・クラゲときゅうりの
サラダ
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朝

ご飯･味噌汁・玉子焼き・
鮭焼き・ほうれん草ときの
このバター炒め・ウィン
ナー・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
とトマトの炒め物・大根と
天カマの煮物・焼き芋・ほ
うれん草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・牛乳・サバ
焼き・ブロッコリー・スクラ
ンブルエッグ・天カマ・フ
ルーツ・コロッケ

ご飯･味噌汁･牛乳・紅鮭
焼魚・ウィンナー・和風ス
クランブルエッグ・煮豆・
大根の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・ウィ
ンナー・コロッケ・ミートオ
ムレツ・えのきとワカメの
サラダ・納豆

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・煮豆・ほうれん草の
お浸し・茄子の味噌炒め・
鮭焼き

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
鯖焼き・肉団子・松前漬
け・ベーコン

昼
塩ラーメン・おにぎり・いち
ご・鶏肉、大根、天カマの
煮物

ちらし寿司・そうめん汁・
煮豆・フルーツポンチ

塩ラーメン・鶏肉ときのこ
のガーリック炒め・かぼ
ちゃ煮・中華クラゲサラ
ダ・

ご飯･味噌汁･和風ハン
バーグ・ポテトサラダ・煮
豆・トマト

ご飯･天ぷら(海老、さつま
芋、しいたけ)・かぼちゃ団
子昆布の炒め煮

鮭おにぎり・うどん・ポテト
コロッケ・切昆布煮・ほう
れん草の和え物・フルー
ツポンチ

ラーメン・おむすび・水菜
サラダ・麻婆豆腐

夕
ご飯･味噌汁・エビフライ・
カスベの煮付け・かに玉・
ずんだ餅

稲荷ずし・フルーツポン
チ・串揚げ(豚肉、エビ、
芋、南瓜、まいたけ、椎
茸,さつま芋)

カレーライス・にらとおふ
の卵とじ・白菜のなめ茸
あえ・煮豆

ご飯･味噌汁・豚肉の生
姜焼き・白菜のお浸し・サ
ンマ焼き・さつま芋煮

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
子和え・煮豆・銀かれい
焼き

ご飯･味噌汁･赤魚の煮付
け・うどの天ぷらの煮物・
肉じゃが・煮豆

ご飯・味噌汁・豚カツ・サ
バの味噌煮・大根の煮物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き・だし巻き玉子・
ベーコンとピーマンの炒
め物・煮豆

ご飯･味噌汁･牛乳・和風
スクランブルエッグ・フキ
の煮豆・煮豆・さんまの蒲
焼・ウィンナー・紫蘇ワカ
メ

ご飯･味噌汁･牛乳・豚肉
とニラの炒め物・カニク
リームコロッケ・サバ焼
き・きんぴらごぼう・バナ
ナ

ご飯・味噌汁・四川風焼き
玉子・塩鯖焼き・コロッケ・
ソーセジ炒め・フルーツ

ご飯・味噌汁・つぼ鯛焼き
魚ほうれん草のベーコン
炒め・玉子焼き・肉団子・
松前漬け

混ぜご飯・味噌汁・牛乳・
ほっけ焼き・照焼きチキン
と水菜のサラダ・大根と
じゃが芋の煮物

ご飯・味噌汁・煮豆・牛
乳・紅鮭焼き・目玉焼き・
ニラの玉子とじ・豚肉炒め

昼
ご飯・味噌汁・メンチカツ・
さつま芋のサラダ・フルー
ツポンチ

お寿司・茶碗むし・そうめ
ん汁

天ぷらそば・おにぎり・野
菜サラダ

カレーライス・玉子スー
プ・さつま芋のサラダ・フ
ルーツポンチ

お稲荷さん・味噌汁・フキ
と天ぷらの炒め物・茄子
の揚げ浸し・レタスサラ
ダ・いちご

塩ラーメン・おにぎり・か
ぼちゃ煮・フルーツポンチ

かき揚げうどん・稲荷ず
し・煮豆・フルーツぜりー

夕
天丼・味噌汁・きのことハ
ムの炒め物・きゅうりの酢
の物

中華丼・味噌汁・昆布の
煮物・かぼちゃ煮・フルー
ツポンチ

ご飯・味噌汁・オムレツ・
ばばかれい煮付け・あん
かけ豆腐・フルーツポン
チ

ご飯･味噌汁・カスベの煮
漬け・茄子ともやしの味噌
炒め・ニラの玉子とじ・き
り昆布と揚げの煮物

栗ご飯・鶏団子汁・鶏つく
ね肉じゃが・切干大根・い
ちご

ちらし寿司・たらちり・煮
豆・きゅうりの酢の物・赤
魚の煮漬け

ご飯・味噌汁・鮭焼き・た
らの子和え・大根と挽肉
の煮物・半熟玉子
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朝

ご飯・味噌汁･牛乳・キャ
ベツの油炒め・ウィンナー
とピーマン炒め・ミートオ
ムレツ・煮豆・バナナ

ご飯･味噌汁･牛乳･和風
スクランブルエッグ・芋と
天カマの煮物・茄子と
ピーマンの味噌炒め・め
ぬきの粕漬焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
みりん焼き・鶏肉のカレー
焼きハムと玉葱のマリネ・
みかん

ご飯・味噌汁･目玉焼き・
鯖焼き・ほうれん草とベー
コン炒め・煮豆・ミート
ボール

ご飯･味噌汁･牛乳･ほう
れん草の玉子炒め・コ
ロッケ・カニカマ・昆布の
佃煮・納豆・漬物

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き・煮豆・ハムときの
この炒め物・紫蘇わか
め・ささみの竜田焼き

ご飯･味噌汁･牛乳･鯖焼
魚・ホワイトアスパラ・玉
子焼き・カレーコロッケ・
煮豆・梨

昼

ご飯・味噌汁・水菜のサラ
ダ煮豆・スクランブルエッ
グ・大根の煮物・パイナッ
プル

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・じゃが芋の塩煮

天ぷらうどん・おにぎり・
煮豆・バナナ

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・ポテトサラダ・ニ
ラの玉子とじ・トマト

三色丼・味噌汁・さつま芋
の煮物・野菜炒め

炊き込みご飯・うどん・唐
揚げ・いももち・ほうれん
草の白和え

栗ご飯・そば・豚カツ・きゅ
うりとトビッコの和え物・煮
豆・漬物

夕
オムライス・肉じゃが・味
噌汁

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・茶
碗蒸し・白菜のお浸し・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・カスベ煮漬
け・肉じゃが・切り昆布と
天ぷら煮・煮豆

ご飯・味噌汁・大根、人
参、したけ、鶏肉の煮物・
鮭焼き玉子焼き・煮豆・も
やしときゅうりのナルム

海老カレー・かぼちゃ団
子・ほうれん草と卵の炒
め物・ホワイトアスパラ

ご飯･味噌汁･煮豆･漬物
ご飯・味噌汁・茄子焼き・
卵味噌・豚肉とレタスの
重ね蒸し・揚げ出し豆腐
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朝

ご飯･味噌汁･牛乳･豚肉
とニラともやしの醤油炒
め・かぼちゃ煮・半熟玉
子・たくあん・納豆・さんま
の蒲焼

ご飯・味噌汁・牛乳･和風
スクランブルエッグ・きの
この中華炒め・さんまの
蒲焼・鶏肉の生姜焼き・
紫蘇ワカメ

ご飯・味噌汁・牛乳・タラ
の粕漬け焼き・コロッケ・
ひじき煮

ご飯・味噌汁･目玉焼き・
豚肉の生姜焼き・紅鮭焼
き・煮豆・照焼きチキン

ご飯・味噌汁・牛乳・黒
豆・玉子焼き・カニカマ・フ
キと天ぷらの煮物・紫蘇
昆布・南瓜甘煮

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
麻婆茄子・ミートオムレ
ツ・黒豆・ほうれん草のお
浸し・鮭焼き

昼
ピラフ・味噌汁・ホイコー
ロー・茶碗蒸し・みたらし》
団子

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・きゅうりの漬物・野菜
の天ぷら・煮豆・ほうれん
草のお浸し

きつねうどん・稲荷寿司・
煮豆・味噌おでん

チキンカレー・えのき茸と
油揚げの炒め物・かぼ
ちゃ団子・フルーツポンチ

お寿司(出前)・豚汁
炒飯・そば・煮込みハン
バーグ・ハムときゅうりの
和え物

夕
ご飯・味噌汁・餃子・芋と
天カマの味噌煮・もやし
のナムル

ご飯･味噌汁･ちゃんちゃ
ん焼き・肉じゃが・だし巻
き玉子

ご飯・味噌汁・さんま焼
き・ニラの玉子とじ・八宝
菜・かぼちゃ煮・フルーツ
ポンチ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・さ
んま焼き・きゅうりの漬
物・玉子焼き・キウイ

ご飯・中華スープ・和風き
のこのスパゲッテｲ・ふろ
ふき大根・水菜サラダ

ご飯・味噌汁・つくね・たら
こ和え・昆布と厚揚げ煮
物

朝

昼

夕

グループホームアウル  ２月　献立表
アウルⅡ


