
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝
ご飯・味噌汁・牛乳・うま
煮・花五目・紅白なます・
さつま芋十二支・甘露

ご飯・味噌汁・紅鮭西京
焼・茶碗蒸し・ゆず大根・
千枚漬け・華かすみ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・めぬき焼魚・紫蘇巻
き味噌・おから

昼
腹子飯・そうめん汁・栗き
んとん・若鶏三色巻き・干
支かまぼこ

稲荷寿司・おすまし・かぼ
ちゃフンデﾕ・花咲サラダ・
いんげん・パンナコッタ

うどん汁・おにぎり・かぼ
ちゃの煮物・白菜のお浸
し・煮豆

夕
ご飯・味噌汁・数の子・角
煮・ちゃんちゃん焼・ふくさ
焼

ご飯・味噌汁・すき焼き・
生酢黒豆

ご飯・もやしスープ・豚カ
ツ・生酢・ジャーマンポテ
ト・黒豆
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚・じゃが芋と鶏肉の煮
物・ゆず大根千枚漬け・
ピーマンの醤油漬け

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚・煮豆・ほうれん草のお
浸し・紫蘇味噌・目玉焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね紫蘇味噌・芋と天カマ
の煮物和風スクランブル
エッグ・ピーマンとちくわ
の炒め物

七草がゆ・目玉焼き・鯖
焼魚ミートボール・ベーコ
ンとレタスのバター炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・ニラの玉子とじ・春
巻き・豚肉野菜炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・キャ
ベツと天カマの煮物・煮
豆・梅干目玉焼き・ソー
セージ炒め・胡瓜の漬物・
みかん

ご飯・味噌汁・ミートオム
レツほうれん草のお浸し・
えのきとベーコン炒め・梅
干・みかん

昼
カレーライス・栗きんとん・
生酢・華かすみ・煮豆・フ
ルーツポンチ

親子丼・かぼちゃの煮物・
ほうれん草のお浸し・煮
豆・味噌汁

天丼(エビ、ピーマン、舞
茸)・ずとん汁・煮豆・紫蘇
味噌・さつま芋豆腐・みか
ん

そば・お稲荷さん・かぼ
ちゃの煮物・白菜のお浸
し

キーマカレー・玉子スー
プ・大根と天カマの煮物・
さつま芋のサラダ・フルー
ツポンチ

冷麦・おにぎり・かぼちゃ
の煮物・豚肉の生姜焼・
フルーツ

ご飯・味噌汁・挽肉と野菜
炒め・カニかまぼこ・ちく
わ・煮豆

夕

ご飯・味噌汁・親子煮・
ホッケ焼魚・大根、燃や
し、油あげの煮物・とろろ
芋・果物和え

ご飯・味噌汁・餃子・厚揚
げとふきの煮物・栗きんと
ん・黒豆

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・味噌おでん・白菜と豚
肉のはさみ蒸し

天津飯・かぼちゃ煮・煮
豆・フルーツ

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・紫
蘇味噌・玉子焼き・梅・
ウィンナーとピーマンの炒
め物

混ぜご飯・味噌汁・鯖焼
魚・ニラの玉子とじ・煮豆

おにぎり・ラーメン鍋・大
根の玉子とじ
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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・たらフライ・ハム焼・鶏
肉の竜田焼・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・天カマ炒め・ソー
セージ炒め・煮豆・えのき
とベーコン和え

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マの蒲焼・キノコとベーコ
ン炒め目玉焼き・煮豆

味噌汁・ご飯・牛乳・フキ
と天カマ、シーチキン煮
物・鮭焼魚・タラコ・漬物・
煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ウィンナー、ちくわ
炒め・キャベツとシーチキ
ンの炒め物・フルーツヨー
グルト和え

ご飯・すり身汁・ポテトサ
ラダホッケ焼魚・紫蘇味
噌・ホワイトアスパラ・トマ
ト・ウィンナースクランブ
ルエッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・キノコとハムの炒め
物・鯖焼魚・かぼちゃ煮

昼 海苔弁当・ワカメスープ
おにぎり・豚汁・大根サラ
ダ・ニラと豚肉の炒め物・
フルーツ

お稲荷さん・うどん・かぼ
ちゃの煮物・豚肉炒め・
キャベツの千切り・フルー
ツ

かき揚げ丼・味噌汁・もや
しの炒め物・ほうれん草と
玉子の和え物

そば・稲荷寿司・ホイコー
ロー・煮豆

焼そば・ポテトサラダ・さ
つま芋・煮豆

ハヤシライス・マカロニサ
ラダコンソメスープ・桃と
みかん

夕
カレーライス・大根、天カ
マ煮煮豆・かぼちゃ煮・
ラーメンサラダ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ホッケ焼魚・白菜のお浸
し・フキとツナの煮物

ご飯・味噌汁・赤魚の西
京漬け焼魚・煮豆・カニカ
マ・しらす大根和え・肉だ
んご・揚げ豆腐

ご飯・味噌汁・ロール白
菜・鯖焼魚・煮豆・桃・か
ぼちゃ煮

すき焼き煮・ご飯
ご飯・味噌汁・白菜、豚肉
の蒸し煮・茄子の炒め物・
カスベの煮漬け

エビ丼・味噌汁・春雨サラ
ダ・ひじきと挽肉の味噌煮
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
スクランブルエッグ・煮
豆・天カマかにフレーク・
肉と野菜の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭・
紫蘇味噌・南瓜の煮物・
小松菜のお浸し・漬物・オ
ムレツ

ご飯・味噌汁・牛乳・サバ
塩焼き・春巻き・ニラ玉子
とじ・煮豆・豚肉炒め・み
かん

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ焼魚・目玉焼き・ピーマ
ンとソーセージ炒め・紫蘇
巻き味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・もやしと肉の炒め物・
キャベツと胡瓜の浅漬
け・紫蘇巻き味噌・カニク
リームコロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・サンマ焼魚・ハム厚
焼き煮豆・ハムカツ・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・ハム
カツ・玉子味噌・サンマの
蒲焼ベーコンときのこ炒
め

昼

鮭ちらし寿司・味噌汁・大
根と鶏肉の煮物・里芋の
煮っ転がし・白菜のお浸
し・煮豆・フルーツポンチ

醤油ラーメン・おでん・ホ
イコーロー・おむすび

ちらし寿司・味噌汁・鶏の
唐揚げ・かぼちゃ団子・大
根と天カマの煮物

親子丼・味噌汁・かぼちゃ
煮春巻き・煮豆

カレーライス・玉子スー
プ・かぼちゃ煮・キャベツ
とハムのサラダ・フルーツ
ポンチ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ほうれん草のお浸し・
目玉焼き・スパゲテｲ

うどん・稲荷寿司・玉葱と
天カマの玉子とじ・フルー
ツポンチ

夕

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・煮豆・インゲン、人
参、大根、天カマの煮物・
玉子味噌

ご飯・味噌汁・焼肉・煮
豆・ラーマンサラダ

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
ホッケ焼魚・ハンバーグ・
ほうれん草のお浸し

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
赤魚焼・茄子とピーマン
の揚げ浸し・半熟玉子

中華丼・かぼちゃ団子
スープちくわのカレー揚
げ・みかん・デラウエア

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・茄
子焼・かぼちゃ煮・豚肉の
生姜焼

ご飯・味噌汁・餃子・紅
じゃこ春雨サラダ・芋と厚
揚げの味噌煮
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くねカニカマ・和風スクラ
ンブルエッグ・切昆布と天
カマの煮物・煮豆・とろろ
芋

ご飯・味噌汁・牛乳・サバ
焼魚・胡瓜の漬物・煮豆・
玉子焼き・トマト・もやしの
お浸し・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・ひじき煮・ウィン
ナー・梅干・煮豆・紫蘇味
噌・茄子味噌・バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・大根
と挽肉の煮物・キャベツと
胡瓜の浅付け・サンマの
蒲焼・ほうれん草の胡麻
和え・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・春巻
き・半熟玉子・たらこ和
え・ウィンナー・昆布巻き

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚・目玉焼き・ピーマン炒
め・きんぴらごぼう・煮豆・
梅干

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚・ひじき煮・大学いも
風・小町巻き・スクランブ
ルエッグ

昼

オードブル(かぼちゃ団
子、春巻き、ハムカツ、煮
玉子、ウィンナー、ハムサ
ラダ、みかん、バナナ)・ち
らし寿司・なめこ汁

キーマカレー・玉子スー
プ・かぼちゃの煮物・キャ
ベツとハムのサラダ・煮
豆・フルーツポンチ

カツ丼・味噌汁・芋と天カ
マの味噌煮・白菜のナメ
タケ和え・フルーツ

あんかけ炒飯・わかめ
スープ大根の梅和え・小
松菜の胡麻和え

カレーライス・ほうれん草
のお浸し・もやしの玉子と
じ・かぼちゃの煮物・みか
ん、桃

塩ラーメン・稲荷寿司・フ
キと天ぷら炒め・麻婆豆
腐

鯖寿司・豚汁・さつま芋天
ぷら・ザンギ・煮豆・オニ
オンフライ・カニカマ

夕

ご飯・味噌汁・野菜の天
ぷら玉子焼き・ほうれん
草のお浸し・鮭焼魚・ポテ
トサラダ

混ぜご飯・玉子焼き・ずと
ん汁・フキ、昆布の炒め
物・ほうれん草の胡麻和
え

ご飯・味噌汁・かぼちゃの
煮物・白菜と春雨の炒め
物・ホッケ焼魚・煮豆・鶏
肉と豆腐の煮物

ハヤシライス・味噌汁・
じゃが芋と天カマの味噌
煮・レタスサラダ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
玉子焼き・紫蘇味噌・ピー
マン、ウィンナー、ちくわ
炒め・ホッケ焼魚

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・さつま芋煮・白菜と豚
肉の酒蒸し・ラーメンサラ
ダ・煮豆・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・芋の煮物・
ホイコーロー・赤魚焼魚・
煮豆

グループホームアウル 1 月　献立表
アウルⅡ


