
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・金目鯛西
京焼き・うま煮・生酢・厚
焼き玉子・栗きんとん・か
まぼこ

ご飯・味噌汁・雪の花か
に三昧・紫蘇杏・南瓜饅
頭・切り干し大根・花五目

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮昆布巻き・大根の漬
物・花五目

ご飯・味噌汁・生酢・きん
ぴらごぼう・茶碗蒸し・煮
リンゴ・シシャモ焼き

昼
腹子飯・味噌汁・まるごと
グラタン・やわらかハン
バーグ・きんぴらごぼう

ご飯・手巻きベーコン玉
子焼き・ｻｰﾓﾝとほうれん
草のテリーヌ・ゆず大根・
肉じゃが茶巾・椀の彩
ソーメン

鉄火丼・スープ・カニふわ
ふわシュウマイ・大根の
酢漬け

ご飯・牛野菜炒め・茶碗
蒸し・中華スープ・黒豆・
きんぴらごぼう

夕
うな丼・味噌汁・伊達巻・
たらこ昆布巻き・数の子・
黒豆

ご飯・すき焼き・黒豆・栗
きんとん・生酢・ふんわり
伊達ロール

三食丼・そば汁・昆布巻
き・黒豆・きんぴらごぼう

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
生酢・サンマの竜田揚げ・
紫蘇杏
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朝
ご飯・味噌汁・目抜き西京
焼き・大根の煮物・ゆず
大根

ご飯・味噌汁・人参きんぴ
ら生酢・玉子焼き・りんご

ご飯・味噌汁・牛乳・七草
がゆ・ほっけ焼き魚・ニラ
の卵とじ・シュウマイ・ソー
セージ炒め

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
キャベツ、天カマの煮物・
ほうれん草の和え物

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
あんかけ・シュウマイ・煮
豆・ポークハム・シュウマ
イ・オムレツ・紫蘇巻き

ご飯・味噌汁・サンマの蒲
焼き・山芋揚げ・コーンコ
ロッケ・生酢

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・つくねのあんかけ・煮
豆・大根サラダ

昼

牛丼・味噌汁・ワカメと
シーチキンサラダ・白菜
のトビッコ和え・あんず甘
煮

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・白菜のクリーム煮・切
り干し大根

カレーライス・フルーツポ
ンチ・なめ茸おろし和え

三食丼・味噌汁・インゲン
の胡麻和え・大根の煮
物・トマトと胡瓜のｻﾗﾀﾞ

キーマカレー・天カマの煮
物チャップドサラダ・ほう
れん草スープ

おにぎり・野菜味噌ラーメ
ン胡瓜の酢の物・トマ玉
ツナ炒め

おにぎり・味噌汁・焼きそ
ば焼き茄子・大根サラダ・
タラフライ・グラタンコロッ
ケ

夕
ご飯・味噌汁・海老カツ玉
子とじ・生酢・リンゴ煮

親子丼・味噌汁・餃子・セ
ロリ漬物・ほうれん草、も
やしのナムル

ご飯・味噌汁・すき焼き・
べったら漬け・洋ナシ

海老丼・味噌汁・胡瓜の
酢の物・白和え

ご飯・味噌汁・チーズ入り
チキンカツトマト添え・大
根と人参の鯖缶の煮物・
豆腐とニラの玉子とじ

ご飯・マイタケとカニカマ
の天ぷら・ハムサラダのタ
ルタルソースかけ・ピーマ
ンと鶏肉の青椒肉絲

ご飯・スープ・もやしと
ピーマンのナムル・チキン
トマト煮込み・細切り大学
芋
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朝
ご飯・味噌汁・煮物・キャ
ベツと天カマの炒め物・
煮豆・煮リンゴ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ベーコン、アスパラ炒め・
里芋のささぎの煮物

ご飯・味噌汁・じゃが芋の
煮物・ニラの玉子とじ

ご飯・味噌汁・人参きんぴ
ら大学芋・南瓜の煮物・
ほうれん草のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・グラタンコ
ロッケ・オムレツ・ポテトサ
ラダ・煮豆

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・ベーコン入り玉子焼
き・ほうれん草の和え物

ご飯・味噌汁・煮物・イン
ゲンの胡麻和え・ベーコ
ンとブロッコリーの炒め
物・ホットケーキ

昼
炒飯・味噌ラーメン・麻婆
豆腐・フルーツ

ご飯・玉子スープ・野菜
バーグ・細切り大学芋・み
かん

デミパスタ・キャベツとハ
ムのｻﾗﾀﾞ・豆腐スープ・フ
ルーツ

焼うどん・玉子スープ・お
にぎり・胡瓜とツナのｻﾗ
ﾀﾞ・南瓜の煮物

ご飯・味噌汁・さつま芋
煮・キャベツとハムのｻﾗ
ﾀﾞ・エビとじ丼

キーマカレー・玉子スー
プ・フルーツポンチ

ご飯・スープ・春様ｻﾗﾀﾞ・
大学芋・生姜焼き

夕
ご飯・味噌鍋・ブロッコ
リーのｻﾗﾀﾞ・たくあん

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草白和え・フ
ルーツ入りゼリー

ご飯・味噌汁・海老カツ・
キャベツとピーマンの炒
め物・蕗の煮物・フルーツ

ご飯・味噌汁・鮭のチーズ
ちゃんちゃん焼き・胡瓜、
玉葱、カニカマの酢の物・
べったら漬け

ご飯・すり身汁・ハムカ
ツ・人参とピーマンの玉子
和えほうれん草のお浸
し・入り豆腐

おにぎり・クリームパスタ・
大根和ｻﾗﾀﾞ・味噌汁・ポ
テトフライ

ご飯・味噌汁・温しゃぶ・
がんもの煮物・みかん
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朝
ご飯・味噌汁・揚げシュウ
マイ・鯖の味噌煮・玉子焼
き・フルーチェ

ご飯・サンドイッチ・味噌
汁目玉焼き・もやしの香
味焼き・ポテトサラダ・玉
子ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・煮豆・里芋コ
ロッケｻﾗﾀﾞ・すき焼き風煮
込み

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
蕗とちくわの煮物・白菜の
梅肉和え

炊き込みご飯・味噌汁・カ
レイのみりん漬け焼き・
ミートボール・胡瓜の酢の
物

ご飯・味噌汁・煮物・鯖の
味噌煮・マカロニサラダ・
大学芋

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・煮豆・鶏肉の
甘酢あんかけ・オムレツ・
天係芋煮

昼
ご飯・味噌汁・あんかけ餃
子・焼きそば・鶏肉と里芋
の煮物

ご飯・味噌汁・和風ハン
バーグ・細切りポテトフラ
イ・ブロッコリーとちくわの
ｻﾗﾀﾞ

親子丼・味噌汁・サラダ玉
子・マイタケ、白菜、鶏
肉、インゲンの酒蒸し
チーズ乗せ・みかん、梨
のゼリー和え

キーマカレー・コーンスー
プポテトサラダ・玉子焼
き・トマト

ご飯・味噌汁・デミソース
ハンバーグ・ほうれん草
の卵とじ・白菜のなめ茸
和え

海老と野菜の天ぷらうど
ん稲荷寿司・大根と人参
の煮物・かぶの漬物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・トマト、胡瓜のコール
スロー

夕
ご飯・餃子スープ・野菜炒
めアスパラ巻き・煮豆・た
くあん

三食丼・湯豆腐・ベーコ
ン、ハムチーズ

漬け丼・味噌汁・オニオン
ｻﾗﾀﾞ・大根、豚肉の煮物・
漬物

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ・茎ワカメ・生酢・プリン
アラモード

ご飯・味噌汁・鶏むね肉
のケチャップ炒め・大根、
ツナサラダ・桃とバナナの
ヨーグルト和え

茄子カレー・玉子スープ・
煮玉子フルーツ

生姜焼き丼・味噌汁・白
菜の玉子とじ・ポテトサラ
ダのハム巻き・白桃
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朝
ご飯・味噌汁・肉団子・ブ
ロッコリーの炒め物・漬
物・煮豆

ご飯・味噌汁・ほっけの酒
蒸し・鶏肉と大根の煮物・
ベーコンとほうれん草の
玉子炒め・胡瓜の梅肉和
え

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
里芋の煮物・小松菜のな
め茸和え・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・筑前
煮紅鮭・さつま芋、枝豆ｻ
ﾗﾀﾞ・ニラ玉子とじ

ご飯・味噌汁・肉団子・と
ろろ・アスパラベーコン・
ミックスフルーツヨーグル
ト

おじや・味噌汁・オムレ
ツ・ツナサラダ・たくあん

昼
鯖チラシ・豚汁・マカロニ
サラダ・ブロッコリー・鯖缶
の大根、人参煮物

ハンバーガー・コーンスー
プ

おにぎり・塩野菜ラーメ
ン・餃子・胡瓜とちくわの
酢の物

海老丼・味噌汁・大根サ
ラダ・もやし、ピーマン、舞
茸のガーリックソテー

オムライス・ニラと長ネギ
のスープ・南瓜と芋の煮
物・タラスティックフライ

二色丼・味噌汁・大根、人
参、天カマの煮物・ほうれ
ん草のなめ茸和え・ポテト
サラダ・みかん

夕
ご飯・味噌汁チーズちゃ
んちゃん焼き・ほうれん草
の白和え・フライドポテト

ご飯・味噌汁・豆腐天ぷ
ら・昆布の煮物・シュウマ
イ・南瓜コロッケ・カニク
リームコロッケ

ご飯・すり身汁・コロッケ・
胡瓜の酢の物・キャベツ、
天カマ炒め

ご飯・味噌汁・おろしハン
バーグ・ふかし芋・人参の
グラッセ・トマト、胡瓜の
和え物

ご飯・醤油鍋・つくね・大
根の粕漬け

ハンバーグカレー・フルー
ツポンチ

グループホームアウル 1月　献立表
アウルⅠ


