
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

朝

ご飯・味噌汁・金目鯛の
西京焼き・うま煮・生酢・
栗きんとん・ふわふわ玉
子焼き

ご飯・味噌汁・やわらか蒲
鉾・雪の華かに三昧・たら
こ昆布巻き・里芋あんか
け・紫蘇杏

ご飯・スープ・うま煮・栗き
んとん・ゆず大根千枚漬
け・黒豆・キャラメルミニお
さつ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・玉子焼き・里芋あんか
け・ハムポテトサラダ・プ
リン

ご飯・味噌汁・ハッシュド
ポテト・ニラとベーコン炒
め・天カマと大根の煮物・
シュウマイ・みかん

昼
はらこ飯・ポテトグラタン・
やわらか玉子のハンバー
グ・キャラメルミニおさつ

ご飯・味噌汁・腕の入りそ
うめん・三宝・枝豆ゆり根
しぼり・ゆず大根千枚漬
け・やわらか海老つみれ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・う
ま煮・千枚漬け・黒豆・み
かん

そば・かき揚げ・うどん・お
稲荷さん

炒飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め・三つ葉のお浸し

夕
ご飯・味噌汁・うなぎ・伊
達巻・花五目・りらく饅頭・
数の子・黒豆・干支羊羹

ご飯・味噌汁・すき焼き・
栗きんとん・花シュウマ
イ・生酢

中華丼・味噌汁・ほうれん
草とベーコン炒め・黄桃、
白桃

カレーライス・味噌汁・湯
豆腐・黒豆

ご飯・味噌汁・さつま芋コ
ロッケ・大根とそぼろ煮・
ゆず大根千枚漬け
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朝
ご飯・味噌汁・鮭・紫蘇
杏・里芋の煮物・目玉焼
き・マカロニサラダ

七草がゆ・味噌汁・カニク
リームコロッケ・ニラの卵
とじ・長いもの梅肉和え・
煮豆

炊き込みご飯・味噌汁・メ
ンチカツ・ひじきの煮物・
白アスパラオーロラソー
ス掛け・さんまの蒲焼き

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・シュウマイ・スクランブ
ルエッグ・ひじき煮・みか
ん

二色丼・味噌汁・煮豆・茄
子とピーマンの炒め物

ご飯・味噌汁・茄子の煮
びたし・目玉焼き・大根と
鶏肉の煮物・あげ芋

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンの挽肉炒め・玉子焼
き・ポテトサラダ

昼
ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・八宝菜・ほうれん
草のお浸し

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
ポテトサラダ・みかん

カレーライス・カニカマと
ツナのｻﾗﾀﾞ・さつま芋の
煮物・みかん

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・入り豆腐・ソー
セージの卵とじ

カレーライス・春雨白菜
スープ・フルーツゼリー和
え

ご飯・味噌汁・トロ玉子豚
キャベツ・天カマと蕗の煮
豆黄桃

煮込みうどん・おにぎり・
白菜のお浸し・大根の煮
付け

夕

ご飯・味噌汁・鶏肉のケ
チャップ炒め・キャベツの
炒め物・さつま芋のきん
つば

ご飯・スープ・二色丼・こ
はだとエビのチリ炒め・大
学芋

ご飯・味噌汁・コロッケ・人
参きんぴら・切昆布と天カ
マの炒め物

天丼・味噌汁・天カマと大
根の煮物・みかん

三食丼・うどん・ポテトサ
ラダ・みかん

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・ほうれん草の胡
麻和え・大学芋

中華丼・キャベツとピーマ
ンのオイスター炒め・イン
ゲンの胡麻和え・つみれ
汁
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朝

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・春雨レモンｻﾗ
ﾀﾞ・挽肉と茄子の炒め物・
マス焼煮豆

ご飯・味噌汁・大根と里芋
の煮物・鯖の味噌煮・玉
子焼き・シューマイ・漬物

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダさんまの甘露煮・牛肉
コロッケ・人参きんぴら・
黄桃

ご飯・味噌汁・里芋の煮
揚げ・もやしとほうれん草
の中華サラダ・かぶの浅
漬け

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
赤ウィンナー・鯖焼き・切
り干し大根・ほうれん草と
ベーコン炒め

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
人参きんぴら・茄子の煮
びたし・トマト・ミートボー
ル

ご飯・味噌汁・かに玉風
あんかけ・ポテトサラダ・
生姜焼き・煮豆

昼
ご飯・コンソメスープ・茄
子とトマトのスパゲッティ・
大根サラダ・おしるこ

オムライス・きのこスー
プ・白菜のお浸し・肉じゃ
が

ご飯・味噌汁・焼うどん・
いとこ煮・お稲荷さん・黒
豆

ご飯・味噌煮・キャベツと
人参の卵とじ・和風おろし
ハンバーグ・ほうれん草、
カニカマのｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・豚肉と野菜
炒め・かぶと天カマの煮
物・トマト

やきうどん・味噌汁・大根
と春雨のｻﾗﾀﾞ

ピラフ・スープ・グラタン・
人参きんぴら・煮豆

夕
ご飯・スープ・煮込みハン
バーグ・キャベツのｻﾗﾀﾞ・
ほうれん草の胡麻和え

豚丼・玉子スープ・煮豆・
さつま芋の煮物・フルーツ
ポンチ

ご飯・味噌汁・じゃが芋
ニョッキ・シチュー・ﾎﾟﾃﾄの
ガレット・みかん

オムライス・味噌汁・メン
チカツ・大根、天カマの煮
物

カレーライス・スープ・もや
しとカニカマのｻﾗﾀﾞ・ほう
れん草の胡麻和え・玉子
豆腐・みかん

ご飯・味噌汁・白玉味噌
汁南瓜のバター醤油・野
菜炒め

ご飯・スープ・シュリンプｻ
ﾗﾀﾞ・ゴボウと天カマ炒め・
豚と白菜のチーズ煮込み
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朝

ご飯・玉葱スープ・ソー
セージケチャップ炒め・挽
肉とピーマンの塩昆布炒
め・南瓜の煮付け・里芋
煮・煮豆

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・ポテトサラダ・目玉焼
きほうれん草とベーコン
炒め・漬物

ご飯・味噌汁・チーズ入り
玉子焼き・ひじき煮・宗八
焼き魚・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・え
びシュウマイ

ご飯・味噌汁・えのきの肉
巻き・大根の煮物・中華く
らげ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・玉子焼き・茄子とピー
マン炒め・切り干し大根・
ソーセジ炒め

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・コロッケ・茄子の挽肉
の塩昆布炒め・天カマと
ごぼうの炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・紅サ
ケもやし玉子和え・里芋
煮・鶏照り焼き

昼
おにぎり・豚汁・ほうれん
草とベーコン炒め・みか
ん

玉子海苔巻き・うどん汁・
煮豆・たら酢豚肉あんか
け

味噌ラーメン・おにぎり・
南瓜・トマト、胡瓜のｻﾗﾀﾞ

混ぜご飯・味噌汁・焼肉・
豚まん・大根のべったら
漬け

稲荷寿司・うどん・ホワイ
トアスパラ・煮豆

三食丼・味噌汁・大根と里
芋の煮物・大学芋・漬物

ご飯・味噌汁・酢豚・大根
と人参の煮物・大根サラ
ダ

夕
ご飯・味噌汁・鶏肉のケ
チャップ炒め・白菜のお浸
しラーメンサラダ

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・ピザﾎﾟﾃﾄ・厚揚げの煮
物

ご飯・味噌汁・チーズハン
バーグ・スパゲティ・フライ
ドポテト・ブロッコリー

親子丼・味噌汁・ポテトサ
ラダ・人参きんぴら・漬物

海鮮丼・南瓜ｻﾗﾀﾞ・厚揚
げ豆腐のあんかけ・味噌
汁

オムそば・豚汁・胡瓜なめ
茸和え・甘漬けトマト

ツナ丼・ちゃんこ鍋・大根
の糠漬け・煮豆
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朝
ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・目玉焼き・大根の煮
物・ほうれん草の和え物

ご飯・味噌汁・大根と天ぷ
らの煮物・スパゲティｻﾗ
ﾀﾞ・鮭焼

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
豚肉と大根の煮物・ピー
マン炒め

ご飯・味噌汁・オムレツ・
コロッケ・大根サラダ・き
んぴらごぼう

ご飯・味噌汁・切り干し大
根サンマ蒲焼き・ハムポ
テトサラダ・スクランブル
エッグ・プリン

昼
ご飯・味噌汁・じゃが芋と
鶏肉の炒め物・エビチリ・
みかん

カレーライス・フルーツポ
ンチ

ご飯・味噌汁・インゲンと
人参の卵とじ・白菜のお
浸し・鶏肉の玉葱炒め

ご飯・シチュー・大根サラ
ダ餃子・コロッケ・ホット
ケーキ

ご飯・味噌汁・里芋の揚
げ煮・生姜焼き・かぶの
浅漬け

夕

ご飯・味噌汁・鶏肉ケ
チャップ炒め・蟹玉風あん
かけ・ほうれん草の胡麻
和え

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・さつまいもサラ
ダ・みかん

ご飯・スープ・お好み焼
き・豚キャベツの塩あん
かけ炒め・煮豆

エビとじ丼・すーぷ・人参
きんぴら・かぶとツナの煮
物

刺身ご飯(マグロ、サーモ
ン、ｻﾊﾞ)味噌汁・もやしの
ナムル・南瓜煮・トマト

グループホームアウル 1月　献立表
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