
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

朝
ご飯・味噌汁・牛乳・うま
煮・伊達巻・なま酢・松の
幸

ご飯・味噌汁・はもしそ巻
き・みず大根・十二支羊
羹・茶碗蒸し

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・エビシュ
ウマイ・黒豆・羊羹・さん
まの蒲焼

ご飯･味噌汁･目玉焼き・
きのことベーコンのバター
炒め・鮭焼き・子持ち昆
布・ほうれん草のお浸し

昼
腹子飯・そうめん汁・栗き
んとん・やわらか蒸し・タ
ラコ昆布巻き・

ご飯・おすまし・紅鮭西京
漬焼き・ポテトサラダ・お
ぼろ栗

カレーライス・栗きんとん・
黒豆・十二支羊羹・大根
のなま酢･小にしん甘露
煮・

そば･チャーハン・ちくわと
ふきの煮物

夕
ご飯・味噌汁・数の子・う
ま煮・かぼちゃ煮・小にし
ん甘露煮・絵馬かまぼこ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
なま酢・黒豆・みかん

ご飯･味噌汁・肉じゃが･
銀がれい焼き・茄子と
ピーマンの味噌炒め・さ
んまの紫蘇巻き

混ぜご飯･豚汁・つぼ鯛
焼き・煮豆

5 6 7 8 9 10 11

朝

ご飯・味噌汁・牛乳･茄子
の挽肉炒め・にしんの甘
露煮・鮭焼き・かまぼこ・
なま酢・栗きんとん

ご飯・味噌汁･牛乳・和風
スクランブルエッグ・ハム
炒め・黒豆・いんげんの
胡麻和え・芋とシーチキン
の味噌煮

七草粥・味噌汁・玉子焼
き・煮豆・フルーツ・ほっけ
焼き・たらこ煮(芋付き)

ご飯･味噌汁･牛乳･スクラ
ンブルエッグ・照焼きチキ
ン･ウェインナーとピーマ
ンの炒め物・黒豆

ご飯・味噌汁・牛乳・野菜
炒め・煮豆・マカロニナポ
リタン・玉子焼き・梅干

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
さんまの蒲焼き・茄子と
ピーマンの味噌炒め・煮
豆

ご飯･味噌汁･野菜の天ぷ
ら・玉子焼き・人参の甘
煮・紫蘇ワカメ・ほっけ焼
き・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・さつまいも・
野菜の天ぷら・ハンバー
グ・黒豆・小松菜のお浸し

ちらし寿司・そうめん汁・
かぼちゃの煮物・塩サバ・
煮豆

稲荷寿司・ニラときのこの
味噌炒め・山そば・煮豆

ご飯･味噌汁･鶏つくね・ひ
じきの巾着煮・煮豆

きつねうどん・ちらし寿司・
カニカマ・ほうれん草の胡
麻和え・煮豆

稲荷寿司・味噌汁・さつま
芋の煮物・煮豆・カニカ
マ・ハムカツ・フルーツポ
ンチ

鶏天丼・味噌汁・おしるこ

夕
鶏天丼・味噌汁・昆布の
煮物・かぼちゃ煮

カレーーライス・煮豆・大
根サラダ・なま酢・栗きん
とん・ずとん汁

ご飯・味噌汁・おでん・鶏
ハム・きゅうりの和え物・
漬物

ご飯･味噌汁・しゃぶしゃ
ぶ・かぼちゃ煮

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
サンマ焼き・麻婆豆腐・昆
布と油あげの煮物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・えのき、水菜の和え
物・鶏肉、大根、人参、し
いたけの煮物

ご飯・味噌汁・ばばがれ
いの煮魚・子和え・里芋と
鶏肉の煮物

12 13 14 15 16 17 18

朝

ご飯・味噌汁・牛乳･鶏肉
の竜田揚げ・和風スクラ
ンブルエッグ･ソーセジの
ｹﾁｬｯﾌﾟ炒め・天カマ・煮豆

ご飯・味噌汁･牛乳・コロッ
ケ・納豆・玉子焼き・サバ
焼き・漬物・

ご飯・味噌汁・牛乳･さん
まの蒲焼・肉野菜炒め・
スクランブルエッグ・奈良
漬け・梅干

ご飯・味噌汁・牛乳･かぼ
ちゃ煮・紅鮭・オムレツ・
梅干・煮豆

ご飯・味噌汁･ほっけ焼
き・玉子焼き・豚肉に生姜
焼き・ウィンナー・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳･和風
スクランブルエッグ・ほう
れん草とツナの和え物・さ
んまの蒲焼・さつま芋煮・
ソーセージのｹﾁｬｯﾌﾟ炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・煮
豆・鮭焼き・肉じゃが・梅
干・きゅうりの漬物・バナ
ナ・トマト

昼
ピラフ・味噌ラーメン・肉
じゃが・ほうれん草の白和
え

わかめおにぎり・うどん
汁・ハンバーグ・かぼちゃ
煮・白菜のお浸し

そば・たらこおにぎり・酢
豚・生ハム

海鮮丼(マグロ、エビ、玉
子、トビッ子)・そーめん汁

カレーライス・フルーツポ
ンチ・煮豆・トマト

炊き込みご飯・味噌汁・人
参と大根と鶏肉の煮物・
カニカマ・煮豆・黄桃

和風きのこのパスタ・か
ぼちゃコロッケ・白菜のお
浸し・煮豆・味噌汁

夕
ご飯・味噌汁・ロール白
菜・かぼちゃ煮・茄子と
ピーマンの揚げ浸し

ご飯・みそしる・カニグラタ
ン・エビチリ・ふろふき大
根・フライドポテト

ご飯・カニかき揚げ・煮
豆・味噌汁･ハム巻きサラ
ダ・フキの煮物・さばミリン
焼き

ご飯･味噌汁・ジンギスカ
ン・芋と野菜の煮物・麻婆
豆腐

カツ丼・味噌汁・味噌おで
ん・ひじき煮

ご飯・味噌汁・ナポリタン・
さんま焼き・煮豆・さつま
芋・カニマヨ・ほうれん草
のお浸し

カニ飯・味噌汁・お好み焼
き・昆布と天カマの煮物
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朝
ご飯・味噌汁･牛乳･ほっ
け焼き・玉子焼き・野菜炒
め・フキと天カマの煮物・

ご飯・味噌汁・牛乳･カ
レーコロッケ・漬物・大根
と人参の煮物・昆布の佃
煮・ミートオムレツ・鮭焼き

ご飯・味噌汁･牛乳･鶏肉
の竜田焼き・玉子焼き・煮
豆・うまみ昆布・紅鮭焼き

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ほっけ焼き・ほうれん草と
ベーコンのバター炒め・さ
つま芋煮

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・人参サラダ・煮豆・
きゅうりの佃煮・かぼちゃ
の煮物・梅干・昆布の佃
煮

ご飯・味噌汁・牛乳･肉野
菜炒め・キャベツのお浸
し・肉じゃが

ご飯・味噌汁･牛乳･挽肉
とキャベツのカレー醤油
炒め・漬物・ミートオムレ
ツ・ピーマン、ベーコン炒
め・フルーツポンチ

昼
すき焼き・稲荷寿司・塩お
むすび・フルーツ・漬物

ご飯・豚汁・きんぴらごぼ
う・フルーツポンチ

鮭、梅おにぎり・中華スー
プ・焼きそば・フライドポテ
ト・たらの唐揚げ・きゅうり
とカニカマの和え物

ご飯・ラーメン･エビフラ
イ・ニラのお浸し・フルー
ツ

かき揚げそば・お稲荷さ
ん・巾着煮

カレーライス･玉子スー
プ・キャベツサラダ・カニカ
マ・煮豆・かぼちゃ煮・フ
ルーツポンチ

ご飯、わかめスープ・すき
焼き・バナナ

夕
ご飯・味噌汁・おでん・煮
豆・きゅうり、カニカマ、な
め茸和え・フルーツポンチ

たら鍋・おにぎり・かぼ
ちゃ煮

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
茄子とピーマンの味噌炒
め・銀ガレイみりん漬け・
豚肉と白菜のﾊｻﾐ蒸し・
煮豆

ご飯･味噌汁・じゃが芋の
煮物・煮豆・いちご・ほう
れん草のお浸し・玉子味
噌

しらすご飯・味噌汁・サバ
焼き・白菜のお浸し・ミニ
グラタン・大根の味噌田
楽

エビフライ丼・味噌汁・ニ
ラの玉子とじ・煮豆

中華丼・味噌汁・里芋と天
カマの煮物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ポテ
トサラダ・煮豆・ほっけ焼
き・天カマ・豚肉としいた
けの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
ま粕焼き・煮豆・フルーツ
サラダ・玉子焼き・ウィン
ナー

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ほうれん草とハムのバ
ター炒め・鮭焼き・かぼ
ちゃ煮

ご飯・味噌汁・牛乳・かぼ
ちゃとさつま芋の煮物・天
カマ煮・納豆・ほうれん草
のお浸し・カニカマ

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
のカレー炒め・かぼちゃ
団子・玉葱とカニカマのマ
リネ・スクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ焼き・ベーコンとニラの
玉子とじ・煮豆・ソーセー
ジ炒め・きのこ炒め

昼
親子丼・そーめん汁・か
ぼちゃサラダ

かに雑炊・味噌汁・肉じゃ
が煮豆・漬物・トマト

おにぎり･うどん汁・さつま
芋とじゃが芋の煮物･玉
葱の玉子とじ・梅干･フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・かぼちゃ団子・ほ
うれん草と卵の炒め物

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・もやしとハムとピーマ
ンのﾅﾑﾙ・ラーメンサラ
ダ・みかん、バナナ

キーマカレー・味噌汁・ポ
テトサラダ・煮豆・たくあ
ん・マンゴープリン

夕
エビカレー・ポテトハム巻
きサラダ・煮豆・ゆで卵・ト
ビッ子、きゅうり和え

ご飯・味噌汁・赤魚の煮
物・すき焼き・かぼちゃ煮

おにぎり･漬物･ミニハン
バーグ･野菜サラダ・子和
え・ジンギスカン

おにぎり・ラーメン・キャベ
ツのお浸し・肉じゃが

牛丼・ラーメンサラダ・た
ち汁・煮豆・キャベツの煮
浸し・フルーツ

生姜ご飯・味噌汁・豚肉と
野菜炒め・カスベの煮魚・
切り昆布の煮物

グループホームアウル 1 月　献立表
アウルⅡ


