
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

31 1 2

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ハン
バーグ・おから・みかん
缶・福神漬け・卵焼き・小
松菜のお浸し

ご飯・味噌汁・うま煮・生
酢・やわらかかまぼこ・花
咲サラダ

ご飯・味噌汁・数の子・栗
きんとん・うなぎ・花五目・
伊達巻

昼
握り寿司・茶碗蒸し・うど
ん

腹子飯・ソーメン汁・ゆず
大根・ふくさ焼き・やわら
か蒸し

チラシ寿司・そうめん汁・
うま煮・黒豆・スィートポテ
ト

夕
ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・春雨サラダ・レン
コンのきんぴら

ご飯・味噌汁・茶碗蒸し・
角煮・かぼちゃ饅頭・黒豆

ご飯・味噌汁・すき焼き・
生酢・かぼちゃフォンド
ﾕー・花咲サラダ
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・サバ
の味噌煮・目玉焼き・か
ぼちゃの煮物・ウィンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・サ
バ・卵焼き・煮豆・佃煮・
ほうれん草とベーコン炒
め

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・白花豆・ふきと天カ
マの煮物・鮭焼き魚・舞茸
とベーコンの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・ホタ
テ入り卵焼き・鶏肉の香
草パン粉焼き・ほうれん
草とカニカマの和え物・さ
さぎの煮物

七草粥・味噌汁・牛乳・鮭
焼き魚・南瓜の煮物・スク
ランブルエッグ・ウィン
ナー・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鮭焼き魚・ベーコン
とほうれん草の炒め・佃
煮

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・出し巻き玉子・ニラと
玉ねぎの卵とじ・白菜煮
浸しトビッコ和え

昼
チャーハン・水餃子スー
プ・かぶとひき肉の煮物・
揚げ出し豆腐・白桃

天ぷらうどん・お稲荷さ
ん・ポテトサラダ・サバの
塩焼き

親子丼・味噌汁・南瓜の
甘煮黒豆・にら、ナムル

ご飯・豚汁・塩サバ焼き・
生酢・茄子とピーマンの
味噌煮

生チラシ・そうめんのすま
し汁・生酢・煮豆

ラーメン・生姜焼き・茄子
焼きポテトサラダ

カレーライス・コンソメスー
プ・ラーメンサラダ・らっ
きょとわかめの酢の物・
黄桃

夕

ご飯・味噌汁・刺身・黒
豆・栗きんとん・生酢・ほう
れん草のお浸し・カニカ
マ・花咲サラダ

ご飯・味噌汁・入り豆腐・
青梗菜のあんかけ・ホッ
ケ焼き魚・大根おろし・カ
ニカマ

ご飯・味噌汁・ミートロー
フ・芋団子・生酢

ご飯・味噌汁・サンマのマ
リネ・胡瓜の酢醤油・大根
と肉の煮物

ご飯・味噌汁・めぬき焼き
魚・肉じゃが・八宝菜

ご飯・海老、さつま芋の天
ぷら・胡瓜、カニカマの酢
の物・サラダ・トマト・紫蘇
昆布

ご飯・味噌汁・カツ・カニカ
マ・ふき、豚肉、厚揚げの
煮物・大根おろし
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・漬物・茄子炒め・サ
ンマの缶詰・ピーマンの
バター炒め・ウィンナー焼
き

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・スィートポテトサラ
ダ・和風スクランブルエッ
グ・はんぺんとシーチキン
の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・ハム
とピーマンの炒め物・ホッ
ケ焼き魚・目玉焼き・茄子
と天カマの味噌煮・じゃこ

ご飯・味噌汁・出し巻き玉
子・ほうれん草とベーコン
炒め・鮭焼き魚・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・ハン
バーグ・目玉焼き・ウィン
ナー紫蘇昆布・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・煮豆・スクランブル
エッグほうれん草のお浸
し

ご飯・味噌汁・牛乳・焼き
魚・ささぎ豆と芋の煮物・
出し巻き玉子・ウィン
ナー・天カマ炒め

昼
ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・玉ねぎの卵とじ・
白菜のお浸し

ご飯・舞茸スープ・ハン
バーグ・春雨サラダ・ポパ
イサラダ・たくあん

おにぎり・うどん汁・ポテト
サラダ・ひじきと大根の煮
物・みかんと桃

肉団子汁・ハンバーグ・ポ
テトサラダ・焼きそば・果
物

ご飯・味噌汁・鮭のキャベ
ツソテー・里芋の煮物・南
瓜の煮物

塩ラーメン・おにぎり・南
瓜サラダ・助子煮・塩サバ
焼き

親子丼・味噌汁・ナポリタ
ンマカロニ・ほうれん草の
なめ茸和え

夕
ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケもやしのサラダ・切
り昆布の煮物・いちご

ご飯・味噌汁・小松菜の
中華炒め・めぬき

ご飯・味噌汁・ツボ鯛焼き
魚・芋と天カマの煮物・エ
ビチリ・豚肉の白菜蒸し

ご飯・味噌汁・茄子とシイ
タケ、人参の肉巻き・じゃ
が芋とひき肉の炒め煮・
わかめとらっきょの酢の
物

キーマカレー・玉子スー
プ・キャベツと小揚の煮
物・ポテトサラダ・みかん

カレーライス・ラーメンサ
ラダ漬物・フルーツ

ご飯・味噌汁・海老フラ
イ・タルタルソース・きん
ぴらごぼう南瓜団子
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ソー
セージの卵とじ・さんま焼
き魚・厚揚げの味噌煮・
ピーマンとハムの炒め煮

ご飯・味噌汁・牛乳・出し
巻き玉子・鮭・天カマ・な
め茸とベーコンの塩コショ
ウ和え

ご飯・味噌汁・牛乳・かぼ
ちゃの煮物・サンマの蒲
焼・ハンバーグ・梅干し

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・サンマの蒲焼・茄子の
味噌炒め・カニカマ

ご飯・味噌汁・牛乳・天カ
マ・ハム玉子焼き・玉ねぎ
とウィンナー炒め・鯖の味
噌煮

ご飯・味噌汁・牛乳・南瓜
の煮物・鮭焼き魚・スクラ
ンブルエッグ・三つ葉のお
浸し

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鮭の佃煮・ピーマ
ン、ハムちくわ炒め・茄子
の味噌炒めとろろいも

昼
うどん・稲荷寿司・芋団
子・南瓜の揚げ煮

ご飯・水餃子・カスベと鶏
の塩から揚げ・ラーメンサ
ラダ・たくあん・チヂミ

天ぷらうどん・南瓜の甘
煮・おにぎり・たくあん・洋
ナシ

生チラシ丼・味噌汁・ポテ
トサラダ・豚と茄子とごぼ
うの炒め煮・竹の子とオ
ホーツクの辛子味噌

炒飯・玉子スープ・煮物・
白菜のお浸し・りんご

カレーライス・ひじきの煮
物・春雨サラダ

鶏天丼・味噌汁・キャベツ
と天カマの炒め物・南瓜
団子・胡瓜のナムル

夕
ご飯・味噌汁・玉子サラ
ダ・茄子焼き・野菜炒め・
豚肉の塩コショウ炒め

豚丼・味噌汁・キャベツと
天カマの煮物・ジャーマン
ポテト・フルーツポンチ

鮭チラシ・味噌汁・ニラの
玉子とじ・タラコ和え煮

ご飯・味噌汁・肉巻き・サ
ラダほうれん草とベーコン
和え・みかん

ご飯・味噌汁・マリネ・鯖
の味噌煮・芋といんげん
の煮物

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・竹の子と人
参の煮物・ハム巻き

ひつまぶし・豚汁・胡瓜、
くらげ和え・かすべ揚げ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・漬物・キャベ
ツ、ソーセージ炒め・南
瓜・コーン炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・春巻
き卵焼き・キノコとベーコ
ンの炒め物・鶏肉の竜田
焼・小松菜の胡麻和え

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・紫蘇味噌・肉野菜
炒め・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・ほうれん草のお浸し・
鮭焼き魚・人参、昆布佃
煮・ソーセージ焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・赤身
魚の粕漬け・春菊の胡麻
和え・焼き豚・ハムと玉子
の炒め物

ご飯・味噌汁・ベーコンと
青梗菜の中華炒め・鯖の
味噌煮・卵焼き・南瓜煮

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・カニカマ・目玉焼き・
ほうれん草とベーコン和
え

昼

カレーライス・ワンタン
スープ・南瓜茶巾・クラゲ
サラダ・白菜豚肉はさみ
蒸し

生チラシ・お吸い物・ハン
バーグ・卵焼き・スパゲッ
テイ・いちご

天丼・なめ茸の塩コショウ
和え・サラダ・煮豆

塩野菜ラーメン・お稲荷さ
ん餃子・ほうれん草とちく
わの胡麻和え

親子丼・味噌汁・南瓜団
子・ちくわの磯部揚げ

カレーライス・コンソメスー
プペンネサラダ・煮豆・昆
布佃煮

うどん汁・おにぎり・ポテト
サラダ・巾着

夕
ご飯・味噌汁・ふろふき大
根金目鯛焼き魚・人参の
クラッセ

ご飯・味噌汁・鯖のオイル
焼き・茄子の味噌煮・ふき
と肉の炒め煮

ご飯・味噌汁・タラの甘酢
あんかけ・芋団子・ロール
キャベツ風煮物

三食丼・味噌汁・肉じゃ
が・煮豆・たくあん

茶碗蒸し・ご飯・味噌汁・
胡瓜の酢の物・サンマ
缶・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・芋団子・カ
ツサラダ・煮豆

天丼・味噌汁・黒豆・カニ
カマ・オムレツ

グループホームアウル 1 月　献立表
アウルⅡ


