
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・ホッケ焼き魚・肉団
子・ふきの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鮭焼き魚・ベーコ
ン、きのこ炒め・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まの蒲焼・スクランブル
エッグ・おから

ご飯・味噌汁・牛乳・煮
豆・野菜炒め・鮭・水菜の
サラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くねおから・ソーセージの
玉子とじ・ｽｲｰﾂポテトサラ
ダ

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・茄子、ピーマン味
噌炒め・ソーセジ炒め・南
瓜煮

昼
ご飯・味噌汁・さつま芋の
天ぷら・サラダ・ジンギス
カン

天ぷらそば・稲荷寿司・ポ
テトサラダ・みかん・野菜

卵焼き・お吸い物・稲荷寿
司フルーツ

かけうどん・豚肉と白菜の
酒蒸し・煮豆・しば漬け・
五目ごはん

親子丼・味噌汁・うどと竹
の子の酢味噌和え・トロ
ピカルラーメンサラダ・フ
ルーツ

カレーライス・ゆで卵・トマ
ト・ほうれん草のお浸し・
ポテトサラダ・シュウマイ

夕
ご飯・味噌汁・鯖の味噌・
胡瓜とみかんの酢の物・
肉じゃが

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・卵焼き・茄子とピーマ
ンの炒め物

ご飯・味噌汁・魚と胡瓜の
酢の物・ハム巻きサラダ・
豚肉の生姜焼き

ご飯・水餃子スープ・八宝
菜・きんぴらごぼう・中華く
らげと胡瓜和え

ご飯・味噌汁・宗八焼き
魚・筑前煮・胡瓜、トビッコ
和え・煮豆・かぼちゃ金時

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
サンマの蒲焼・ほうれん
草のお浸し
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・出し
巻き玉子・小松菜のベー
コン炒め鯖の塩焼き・豚
肉の生姜焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・南瓜の煮物・
紫蘇味噌ソーセージと玉
子の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・紫蘇味噌・煮豆・厚揚
げと蕗の煮物・漬物・ウィ
ンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・ほう
れん草のお浸し・野菜炒
め・サンマの蒲焼・スクラ
ンブルエッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・ぬかサンマ焼き・天カ
マ・ほうれん草のお浸し

ご飯・味噌汁・牛乳・切干
大根・ふきと人参の煮物・
目玉焼き・鯖の塩焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・オムレツ・蕗の煮
物・切干大根・八朔

昼

オムライス・味噌汁・ほう
れん草、白菜、えのき、カ
ニカマのポン酢掛け・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ポテトサラダ・ほうれ
ん草とベーコン和え

天丼・すまし汁・南瓜の甘
煮・白菜と天カマの煮浸し

栗の混ぜご飯・味噌汁・
キャベツの油炒め・筑前
煮・フルーチェ

水餃子入り塩ラーメン・お
にぎり・ポテトサラダ・胡
瓜の奈良漬け・りんご

ご飯・すり身汁・豚肉の生
姜焼き・春雨中華サラダ・
ペンネケチャップソテー・
たくあん

ご飯・ポトフ・たらのムニ
エル(トマト添え)・ラーメン
サラダ・竹の子と天カマの
煮物

夕
キーマカレー・春雨スー
プ・ポテトサラダ・紫蘇実
漬け・オホーツク

ご飯・味噌汁・さつま芋の
茶巾・大根と鶏肉の煮物・
温野菜・鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・芋団子・ハ
ンバーグ・水菜のサラダ

オムライス・味噌汁・もや
しのサラダ・もずく酢・大
根の煮物

ご飯・味噌汁・鶏肉と根菜
の煮物・焼き魚・ほうれん
草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・大根と肉の
煮物・ホッケ焼き魚・茄子
とピーマンの味噌煮

ご飯・味噌汁・鶏肉とさつ
ま芋の煮物・鮭焼き魚・ほ
うれん草のベーコン和え
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・ウィンナー・白菜、
水菜のお浸し・切干大根
のうま煮・納豆

ご飯・味噌汁・牛乳・切昆
布と揚げの煮物・もやしと
ひき肉炒め・サンマの蒲
焼・肉団子

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まの蒲焼・天カマと蕗の
煮物・チーズ入りスクラン
ブルエッグ・ウィンナー・と
ろろ芋

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・ほうれん草のお浸
し・漬物・煮豆・ソーセー
ジ炒め・いちご

ご飯・味噌汁・紅鮭・オム
レツ四川風味・里芋天カ
マの煮・南瓜の甘煮・八
朔

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
塩焼き・出し巻き玉子・ほ
うれん草のなめ茸和え・
シュウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・ほう
れん草と玉子の炒め物・
鶏つくねウィンナー・茄子
の味噌炒め煮豆・とろろ
芋

昼
うどん汁・稲荷寿司・ポテ
トサラダ・桃、梨

ご飯・味噌汁・ツナのサラ
ダ・ジンギスカン・さつま
芋の天ぷら

ご飯・豚汁・赤魚の粕漬
け焼き・小松菜と天カマ
の煮物・たくあん

キーマカレー・白菜と春雨
スープ・ポテトサラダ・ほう
れん草のポン酢和え・い
ちご

ご飯・ニラ玉スープ・ハン
バーグ(トマト、青梗菜添
え)・ポテト・ラーメンサラ
ダ・フルーツポンチ・たくあ
ん

ご飯・味噌汁・鮭のチャン
チャン焼き・芋と鶏ひき肉
の煮物・もやしとオホーツ
クの酢の物

ご飯・味噌汁・野菜の天
ぷらほうれん草のお浸し・
ポテトのハム巻き・人参
サラダ

夕
ご飯・味噌汁・餃子・肉
じゃが・ほうれん草のお浸
し・麻婆豆腐

炒飯・味噌汁・豆腐と白菜
の中華煮込み・さつま芋
煮・昆布佃煮・チーズかま
ぼこ

ご飯・味噌汁・カレイの焼
き魚・玉子焼き・大根と鶏
肉の煮物・いちご

ご飯・味噌汁・白菜と肉の
蒸し煮・芋サラダ・タラの
揚げ物

ご飯・味噌汁・アジフライ・
エビチリ・子和え・煮豆

海老丼・味噌汁・揚芋・春
雨サラダ

チラシ寿司・サラダ・ジン
ギスカン・豚肉
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まの塩焼き・煮物・えのき
ベーコン和え・出し巻き玉
子・漬物

ご飯・味噌汁・牛乳・焼き
魚・豚肉炒め・ソーセージ
炒め・おから・切干大根・
南瓜煮

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・紫蘇味噌・ウィン
ナー・さんま缶・ほうれん
草のお浸し・切干大根と
天カマの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の卵とじ・さばの味噌煮・
豚肉の生姜焼き・昆布佃
煮

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・煮豆・チーズ入
りスクランブルエッグ・小
松菜とハムの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・煮物・目玉焼き・
ベーコン炒め・胡瓜トビッ
コ和え・トマト

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マの蒲焼・出し巻き玉子・
ほうれん草のなめ茸和
え・切干大根と天カマの
煮物

昼
天むすおむすび・醤油
ラーメン・ホイコーロー

天ぷらそば・お稲荷さん・
茄子とピーマンの煮浸し・
たくあん・桃

オムライス・味噌汁・ほう
れん草の胡麻和え・鯖と
竹の子の煮物

親子丼・味噌汁・南瓜の
煮物・白菜のお浸し・ほう
れん草のベーコン焼き

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き(煮キャベツ千切
り、ﾄﾏﾄ添え)・ポテトサラ
ダ・小松菜の酢の物

天ぷらそば・漬物・おにぎ
り・ハンバーグ・ほうれん
草のお浸し・オホーツク・
いちご

味噌おでん・ご飯・味噌
汁・コロッケ・漬物・グラタ
ン

夕
牛丼・味噌汁・味噌おで
ん・ポテトサラダ・煮豆・漬
物

生チラシ・味噌汁・もやし
と胡瓜の酢味噌和え・南
瓜煮

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・肉野菜炒め・漬
物・ラーメンサラダ

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・蒸しキャベツ・切
昆布の煮物・小松菜と豆
腐の煮込み

ご飯・三平汁・紅鮭フライ
タルタルソース・南瓜金
時・揚げ納豆・いちご

ご飯・味噌汁・肉巻き・サ
ラダ豆・揚芋

生チラシ寿司・マカロニサ
ラダ・鶏のから揚げ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の玉子とじ・豚肉と小松
菜の炒め物・シュウマイ・
サラダ・鯖の塩焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・ソーセージ炒
め・卵焼き・キャベツと天
カマ炒め・トマト

昼
オムライス・スープ・芋団
子・白菜と厚揚げの煮物

カレーライス・茄子ときの
この中華炒め・ほうれん
草とツナの和え物

夕
中華丼・煮豆・ラーメンサ
ラダ竹の子、天カマの煮
物

ご飯・味噌汁・スコッチ
エッグ・春雨サラダ・ちくわ
のカレー炒め・鮭焼き魚・
青葉炒め

グループホームアウル 　２月　献立表
アウルⅡ


