
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 5 6

朝
ご飯・味噌汁・うま煮・紅
白生酢・黒豆・南瓜フォン
デュ

ご飯・味噌汁・黒むつ西
京焼き・たらこ昆布・伊達
巻

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・ひじき煮・目玉焼き・
鯖焼き・ソーセージ炒め・
栗きんとん

ご飯・味噌汁・牛乳・もや
しのお好み焼風・芋と天
カマの味噌煮・ピーマンと
ハムの炒め物・鶏つくね

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・ほうれん草の和え物・
大根の煮物

ご飯・玉子スープ・ポテト
サラダ・ユリ根の茶碗蒸
し・リンゴゼリー

昼
ご飯・ソーメン汁・うなぎ・
厚焼き玉子・栗きんとん・
雪の華

チラシ寿司・おすまし・南
瓜とレンコンの豆腐揚げ・
しっとり柔らか饅頭

お稲荷さん・ユリの根かき
揚げ・ポテトサラダ・大
根、鶏肉の煮物・黄桃

天丼・味噌汁・春雨サラ
ダ・もやしと油揚げの酢の
物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ソーセージときのこの
オイスター炒め・焼きリン
ゴ・バナナ・はちみつ

野菜醤油ラーメン・おにぎ
りクリームコロッケ・シュウ
マイほうれん草の胡麻和
え・みかん

夕
ご飯・味噌汁・うま煮・か
ずのこ・豚角煮・南瓜まん
じゅう

ご飯・味噌汁・すき焼き・
マロンケーキ

鮭チラシ・そうめん汁・白
和え・白菜のあんかけ煮

ご飯・味噌汁・白菜のお
浸しフルーツゼリー和え

ご飯・スープ・蕗と天カマ
煮・餃子・ブロッコリー・カ
ニカマ・黒豆

ご飯・スープ・肉じゃが・マ
グロ刺身・しめじとソー
セージ炒め・ポテトサラ
ダ・豆・みかん
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朝
七草がゆ・味噌汁・干し柿
入り生酢・黒豆・紅鮭焼き
魚だし巻き卵・シュウマイ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚蕗の煮物・さつま芋ｻﾗ
ﾀﾞ・ウィンナー玉子とじ

ご飯・野菜スープ・たらこ・
漬物・シーチキンオムレ
ツ・昆布巻き・ウィンナー

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
スクランブルエッグ・ソー
セジ、キャベツと天カマの
煮物

ご飯・味噌汁・筑前煮・紅
鮭焼き魚・目玉焼き・煮
豆・塩辛

おじや・味噌汁・大根、里
芋の煮物・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まの生姜焼き・天カマと
キャベツの煮物・チーズ
入りスクランブルエッグ・
ひじき煮

昼
エビとじ丼・そうめん汁・マ
カロニサラダ・黄桃とバナ
ナ

鮭玉子丼・味噌汁・煮物・
ピーマンとウィンナーの塩
昆布炒め・サラダ・フルー
ツ

チラシ寿司・すり身汁・茶
碗蒸し

ご飯・味噌汁・挽肉団子
のスープ仕立て・ポテトサ
ラダ・大根煮

ご飯・スープ・野菜の肉巻
き舞茸とチーズ炒め・マカ
ロニサラダ

ご飯・味噌汁・白菜の挽
肉煮・豆腐の玉子炒め・
フルーツ

ご飯・ソーメン汁・大根の
肉巻き・揚げ麩の玉子炒
め・リンゴの甘煮

夕
ご飯・味噌汁・広島風お
好み焼き・大根の煮物・た
くあん

ご飯・味噌汁・エビフライ・
肉じゃが

カレーライス・玉子スー
プ・大子、人参、天カマの
煮物・キャベツとハムのｻ
ﾗﾀﾞ・リンゴ

ご飯・ハンバーグ・煮込み
うどん・漬物・煮豆

ご飯・カニ鍋・りんご・べっ
たら漬け

海老丼・味噌汁・大根葉
の胡麻和え・切昆布の天
カマ煮

ご飯・味噌汁・焼うどん・
ポテトサラダ・大根、天カ
マ煮・ほうれん草の玉子
焼き
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朝

ご飯・味噌汁・鯖焼き・
ウィンナー・茄子、ピーマ
ン、人参オイスター炒め・
シュウマイ・目玉焼き

ご飯・野菜スープ・ポテト
サラダ・ほうれん草の玉
子炒め・ウィンナー・つみ
れと里芋

ご飯・味噌汁・和え物・豚
肉の炒め物・目玉焼き・
バナナ

ご飯・コーンスープ・鮭の
ムニエル・ブロッコリー・イ
ンゲンの卵とじ

ご飯・味噌汁・たらこ・茄
子、人参オイスター炒め・
赤魚の煮付け・玉子焼
き・キャベツ、人参胡麻和
え

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・大根の煮物・煮豆・目
玉焼き

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・蕗と天カマの煮
物・鮭焼き魚・昆布巻き

昼
ご飯・スープ・湯豆腐・じゃ
が芋とベーコン・肉団子

ご飯・シチュー・メンチカ
ツ・ラーメンサラダ

ご飯・塩サバ焼き・すり身
汁じゃが芋、天カマ、ひじ
き、椎茸の炒め煮・ほうれ
ん草のシーチキン和え・
みかん、桃ゼリー和え

ご飯・野菜スープ・キーマ
カレー・ポテトサラダ・リン
ゴのコンポート

えび天丼・うどん・芋団
子・フルーツ

ご飯・きのこスープ・キャ
ベツシュウマイ・インゲン
の胡麻和え・麻婆豆腐・
黄桃のゼリー和え

ご飯・味噌汁・野菜の肉
巻きオイスター炒め・大根
の煮物・さつま芋の甘煮

夕
ご飯・味噌汁・タラフライ・
ﾎﾟﾃﾄ、ブロッコリー・肉豆
腐・ほうれん草のお浸し

ご飯・味噌汁・エビ餃子・
煮物・ほうれん草のバ
ター炒め・フルーツ

うなぎ丼・味噌汁・里芋の
煮物・漬物

タラ鍋・ご飯・漬物・トマト
の甘漬け

生姜焼き丼・味噌汁・長
いもの千切り・白桃

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ほうれん草のお浸し・
ポテトサラダ

突撃ラーメン・おにぎり
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・もやしのお好み焼き
風・天カマと芋の煮物・紅
鮭焼き魚

ご飯・野菜スープ・かすべ
の煮付け・南瓜煮・目玉
焼き・ほうれん草のお浸し

鮭ご飯・味噌汁・子和え・
シーチキンサラダ・たくあ
ん・茄子炒め

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
スクランブルエッグ・白菜
と豚肉のポン酢炒め

ご飯・味噌汁・サンマ蒲焼
き・スクランブルエッグ・ハ
ム焼き・南瓜の煮物・八
朔

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・ニラの卵とじ・ほうれ
ん草のお浸し

ご飯・玉子スープ・茶碗蒸
し鮭焼き魚・茄子の味噌
炒め

昼
海老カレー・玉子舞茸
スープオニオンｻﾗﾀﾞ・み
かん

ご飯・味噌汁・むね肉の
ハンバーグ・茶碗蒸し・芋
のバター炒め・フルーツ

おにぎり・玉子スープ・漬
物・あんかけ焼きそば・エ
ビシュウマイ・紫じゃが芋
のサラダ

おにぎり・そうめん・大
根、ほうれん草のｻﾗﾀﾞ・
南瓜のチーズ焼き・トマト
のドレッシング和え

カラフル鮭丼・お吸い物・
餃子・煮物・ソーセジと玉
葱の炒め物・さつま芋のｻ
ﾗﾀﾞ

海鮮丼・そば汁・ポテトサ
ラダ・豆腐のあんかけ煮・
南瓜甘煮

ご飯・味噌汁・肉豆腐・ポ
テトサラダ・コロッケ・さつ
ま揚げの煮物

夕
ご飯・クリームシチュー・
サンマ蒲焼き・ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・おでん・ほ
うれん草の和え物・玉子
豆腐漬物

ご飯・味噌汁・煮物・茄子
焼き・さつま芋の胡麻ｻﾗ
ﾀﾞ・コーンバター・イチゴと
桃のフルーツ

ご飯・味噌汁・牛肉コロッ
ケ・ほっけ焼き魚・ソー
セージのケチャップ炒め・
フルーツポンチ

豚丼・味噌汁・蕗の炒め
煮・たくあん・胡瓜の酢の
物

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
南瓜の煮物・タラのから
揚げ・茄子、ピーマン揚げ

三食丼・味噌汁・蕗の煮
物
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朝
ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・スクランブルエッグ・
南瓜の煮物

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・蕗の煮物・ミー
トボール・カニカマ・切り
干し大根

ご飯・味噌汁・マス西京焼
き魚・えび、にらの卵とじ・
コールスローサラダ

ひじきご飯・コーンスー
プ・里芋の煮物・イワシの
蒲焼き・塩辛・ほうれん草

昼
オムライス・野菜スープ・
肉団子・白菜の和え物・フ
ルーツ

お弁当(親子丼)・煮豆・味
噌汁

ご飯・肉じゃが・春雨スー
プ・ブロッコリーと茄子の
炒め物・エビシュウマイ・
フルーツ

お稲荷さん・味噌汁・和風
照り焼き・ひじき煮・きん
ぴらごぼう・フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・南瓜の煮
付け鶏とキャベツの炒め
物・煮物桃

生チラシ・そうめん汁・生
酢

ご飯・ニラ饅頭のスープ・
肉豆腐・茄子の味噌炒
め・大根生酢

ご飯・味噌汁・鶏肉の豆
板醤甘辛炒め・煮物

グループホームアウル 1月　献立表
アウルⅠ


