
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・食パン・
コーンスープ・スクランブ
ルエッグ・味フライ・煮豆・
ミニハンバーグ

ご飯・味噌汁・金目鯛西
京焼き・うま煮・生酢・寿
厚焼き玉子・栗きんとん

ご飯・味噌汁・雪の花カニ
三昧・ローストビーフ・南
瓜饅頭・切り干し大根・五
目

昼
かき揚げうどん・稲荷寿
司・長芋の梅和え・野菜
サラダ

イクラ丼・きんぴらごぼう・
南瓜ご飯・南瓜アンサン
ブルエッグ

南瓜フォンデュ・エビとア
スパラのテリーヌ・梅の
花・腕の彩りソーメン・ふ
わふわ玉子巻き

夕
ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・南瓜サラダ

ご飯・うなぎ・伊達巻き・た
ｒこ・昆布巻き・黒豆

ご飯・味噌汁・すき焼き・
黒豆・生酢・栗きんとん・
数の子
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朝
ご飯・味噌汁・生酢・うま
煮・煮物・コロッケ・玉子
焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・切り
干し大根・栗きんとん・フ
キ竹の子煮・紅鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・玉子味噌・
チーズささみカツ・めぬき
焼き魚・アスパラベーコン
巻き

ご飯・味噌汁・牛乳・お好
み焼き風玉子焼き・鮭焼
き魚・天カマと芋の煮物・
ほうれん草のとびっこ和
え

ご飯・味噌汁・肉団子・目
玉焼き・七草粥・鯖味噌
煮・シュウマイ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚キノコと肉あんかけ・胡
麻南瓜・ベーコンスクラン
ブルエッグ

ご飯・味噌汁・南瓜甘煮・
キャベツ、天カマ炒め・目
玉焼き・サラダ

昼
カレーライス・生酢・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・大根と肉団
子の煮物・南瓜煮・ごぼう
の炒め物

ご飯・味噌汁・酢豚・スパ
ゲッティ・ほうれん草の胡
麻和え・フルーチェ

チキンライス・味噌汁・コ
ロッケ・野菜サラダ

ご飯・すいとん汁・南瓜コ
ロッケ・青椒肉絲・スパ
ゲッティサラダ

キーマカレー・きのこ、玉
子スープ・洋ナシフルー
チェ

ご飯・シチュー・大学芋・
フルーチェ

夕
ご飯・温そば・栗きんと
ん・紅いずし

ご飯・味噌汁・チーズ入り
玉子焼き・カレーコロッ
ケ・ラーメンサラダ

鯖チラシ・お吸い物・焼き
ビーフン

ご飯・味噌汁・おろしハン
バーグ・がんも煮・ブロッ
コリー胡麻和え

ご飯・味噌汁・ハンバーグ
ステーキ・麻婆豆腐・焼き
そばトマト

すき焼き・ご飯・フルーツ
ポッチ

ご飯・味噌汁・キャベツ
シュウマイ・ソーセージの
玉子とじ・玉子豆腐
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・エビグラ
タン・茄子の肉味噌炒め・大
根の煮物・スクランブルエッ
グ

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・ささみチーズカツ・玉
子焼き・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・カニクリー
ムコロッケ・茄子の油炒
め・鯖のみぞれ煮・・目玉
焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・とりつくね・ピーマン
と天カマの炒め物・ホッケ
焼き魚

ご飯・味噌汁・ミニオムレ
ツ・シュウマイ・コロッケ・
鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・牛乳・がん
も大根煮・鯖の味噌煮・カ
レーコロッケ・ホワイトア
スパラ・目玉焼き

エビピラフ・味噌汁・カレイ
煮つけ・南瓜煮・ハムカ
ツ・煮豆

昼
稲荷寿司・スープ・ハムカ
ツ長芋の梅和え

ご飯・シチュー野菜サラ
ダ・おしるこ

ご飯・お吸い物・焼きそ
ば・餃子・生酢

ご飯・味噌汁・酢豚・野菜
サラダ・大学芋・長芋の梅
和え

天丼・味噌汁・ほうれん草
のおかか和え・サツマイ
モ煮

ご飯・味噌汁・たらのあん
かけ・肉じゃが・春雨サラ
ダ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・胡瓜のツナ和え・野菜
たっぷり豚しゃぶ

夕
ご飯・味噌汁・回鍋肉・が
んもと鶏肉の煮物・玉子
豆腐

ご飯・味噌汁・餃子・ス
コッチエッグ・中華サラダ・
煮豆

エビピラフ・味噌汁・ハム
とキャベツの卵とじ・きん
ぴらごぼう

牛丼・味噌汁・トンカツ・南
瓜の煮物

カレーライス・甘漬けトマ
ト・かぶやわらか煮

牛丼・味噌汁・すごもり玉
子ほうれん草、大根、人
参ナムル

お稲荷さん・お吸い物・天
カマと大根の玉子とじ・タ
ラフライタルタルソース付
き
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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・アメリカンドッグ・鯖の
西京焼き切り干し大根・イ
ンゲンの胡麻和え

ご飯・味噌汁・グラタン・
海老カツ・鯖の味噌煮・目
玉焼き

ご飯・味噌汁・しまホッケ
焼き魚・キャベツ炒め・き
んぴらごぼう・スコッチ
エッグ

ご飯・味噌汁・鯖塩焼き・
切り干し大根・アスパラ
ベーコン巻き・かに玉

ご飯・食パン・味噌汁・
コーンスープ・スクランブ
ルエッグ・コロッケ・胡麻
味噌チキン・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・チキ
ングラタン・天カマともや
しの炒め物・赤魚西京焼
き・玉子焼き

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
紅鮭焼き魚・ほうれん草
の胡麻和え・がんも煮

昼
カレーライス・生酢・フ
ルーチェ・牛乳寒

牛丼・味噌汁・ささみか
つ・ベーコンポテトチーズ

そば・おにぎり・白菜の和
え物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・スパゲッティ・長芋の
梅和え

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・酢豚・ラー
メンサラダ・天カマと玉ね
ぎ炒めフルーツヨーグル
ト

カレーライス・ナゲット・煮
豆フルーチェ

夕
ご飯・卵スープおろしハン
バーグ・がんも煮・餃子

ご飯・味噌汁・餃子・茄子
オイスターソース炒め・タ
ラフライ

ご飯・味噌汁・豚肉味噌
煮・シュウマイ・ジャーマ
ンポテト

ご飯・味噌汁・牛丼・ブ
ロッコリー胡麻和え・回鍋
肉

エビ丼・味噌汁・トマト・長
芋と天カマの味噌炒め

うな丼・味噌汁・トマト甘
漬け茶碗蒸し・胡瓜、くら
げサラダ

ご飯・味噌汁・餃子・
ジャーマンポテト・白菜の
お浸し
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朝
ご飯・味噌汁・豚肉味噌
漬け厚焼き玉子・クリーム
コロッケ・鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・紅鮭焼き
魚・ほうれん草の胡麻和
え・豆腐ハンバーグ・野菜
のあんかけ

ご飯・味噌汁・ホワイトア
スパラ・肉じゃが・ソー
セージ炒め・目玉焼き

ご飯・味噌汁・ニラ饅頭・
カニクリーミーフライ・玉
子焼き・焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・キャ
ベツと豚肉の炒め物・ホッ
ケ焼き魚・スパサラダ・
チーズ入りスクランブル
エッグ

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
クリームコロッケ・豚肉、、
きのこ中華炒め・目玉焼
き

ご飯・味噌汁・かぶ巾着
煮・きのこずくし炒め・ふ
き炒め煮・煮豆、

昼
ご飯・卵スープ・肉と野菜
炒め・トマト甘漬け・酢の
物

ご飯・ハンバーグ・玉葱と
天カマ炒め・胡瓜のなめ
茸和え・味噌汁

うどん・稲荷寿司・にら焼
き・かき揚げ・胡瓜のツナ
和え

ご飯・卵スープ・ニラあん
かけ・コロッケ・茄子とそ
ぼろあんかけ

ご飯・味噌汁・肉団子・
ラーメンサラダ・大学芋・
フルーツ

牛丼の玉子とじ・南瓜コ
ロッケ

カレーライス・ほうれん草
のなめ茸・野菜サラダ和
え・フルーチェ

夕
鶏天丼・味噌汁・エビつみ
れのみぞれ煮・ハッシュド
ポテト

中華丼・味噌汁・野菜コ
ロッケ・枝豆サラダ・ブ
ルーベリー生クリーム和
え

豚肉味噌丼・豚汁・茶碗
蒸し・ほうれん草の胡麻
和え

鯖チラシ・お吸い物・ひじ
きの煮物・ジャーマンポテ
ト

うな丼・味噌汁・うま煮・ト
マト

生チラシ寿司(マグロ、エ
ビ、サーモン、ヒラメ、しめ
さば)・すいとん汁・トマト・

ご飯・味噌汁・餃子・コ
ロッケ・茶碗蒸し

グループホームアウル 1 月　献立表
アウルⅡ


