グループホームアウル 1月 献立表
アウルⅠ
日曜日

月曜日

30

31

ご飯・味噌汁・ひじき煮・

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

1

ご飯・味噌汁・フライドポ

ご飯・味噌汁・うま煮・生
酢・卯の花・焼き魚・栗き
んとん

朝 ホッケ焼き魚・揚げ茄子 テト・ホッケ焼き魚・目玉
焼き

ふりかけご飯・肉うどん・ エビピラフ・カップそうめ
ん・フルーツゼリー

まるごとグラタン・大正金
時・きんぴらごぼう・カニカ
マサラダ・カニ身爪フライ

ご飯・味噌汁・手作りコ
ご飯・味噌汁・生姜焼き・
ロッケ・鶏肉のがんも煮・ 揚げ出し豆腐・みかんの
ほうれん草の玉子和え
ヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・ウナギ・
ローストビーフ・伊達巻き
ロール・栗きんとん・たら
こ昆布・味付け数の子

昼 フルーツヨーグルト和え

夕

2
朝

3

4

5

6

7

8

ご飯・味噌汁・高級紅魚・
ご飯・味噌汁・絵馬かまた
ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・ 七草粥・味噌汁・れんこん
いかの塩辛・うずら玉子 ご飯・味噌汁・黒豆・ひじ ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ご飯・味噌汁・鯖の味噌
らこ昆布・南瓜饅頭・切り
フキ、竹の子の煮物・たら もち・天カマ醤油炒め・黒
肉団子・生ハム・鮭昆布 きの煮物・納豆・おから
里芋の煮物・八宝
煮・海老カツ・黒豆
干し大根・花五目
こ
豆
巻き

ご飯・椀の彩り・ハンバー スパゲッティナポリタン・リ 醤油ラーメン・里芋の煮
ンゴのコンポート
物・おにぎり

昼 グ・ひじき煮・加賀太鼓

夕

土曜日

ご飯・味噌汁・白菜のミル
すき焼き・大根とかぶの
パン盛り合わせ・スクラン おにぎり・焼きそば・味噌
フィーユ・麻婆茄子・梨、
煮物・味噌汁・ご飯・フ
ブルエッグ・スープ
汁・りんごすりおろし
みかん
ルーチェ

ご飯・中華スープ・ハムの
ご飯・味噌汁・茄子とチー ご飯・味噌汁・味噌豚焼
すき焼き・三宝・うま煮・黒 ご飯・味噌汁・生姜焼き・ アルミホイル蒸し・ほうれ
ズの肉巻きフライ・ポテト 肉・きのこのバターソ
豆・ふわふわ玉子
具沢山ナムル・生酢
ん草の昆布ポン酢炒め・
サラダ・煮卵
テー・桃
ゆず入り生酢

9
ご飯・味噌汁・シュウマ

10
ご飯・味噌汁・ふわふわ

11
フレンチトースト・ワカメ

12

13

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
ご飯・味噌汁・ハンバー
手作りコロッケ・南瓜の煮
グ・酢の物・野菜サラダ
物

14

ご飯・味噌汁・切り干し大 ご飯・味噌汁・大根とがん
ご飯・味噌汁・たまご巾
もの煮物・白菜のﾄﾋﾞｯｺ和
着・鯖焼き魚・黒豆
え・ごま南瓜コロッケ

朝 イ・南瓜の煮つけ・うま煮 玉子焼き・煮物・アスパラ スープ・グラタン・コロッケ 根・ふわふわ玉子焼き・
ベーコン・鮭、昆布巻き
ひじき煮

エビとじ丼・味噌汁・フ

昼 ルーツゼリー

天ぷらそば・南瓜煮・生
酢・稲荷寿司・ほうれん草 カレーライス・フルーチェ
のなめ茸和え

15
ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ホッケ焼き魚・ポテトサラ
ダ・煮豆

パン盛り合わせ・シ
ご飯・味噌汁・回鍋肉・南 カレーライス・ぶなしめじ
ご飯・味噌汁・八宝菜・南
チュー・トマトサラダ・枝豆 瓜と天ぷら煮物・りんご、 と青梗菜炒め・玉子スー
瓜煮・りんご、バナナ
あんかけ
バナナ
プ・トマト

ご飯・味噌汁・おでん・ほ オムライス・中華スープ・
ご飯・味噌汁・酢豚・もや 中華丼・味噌汁・ツナとわ
ご飯・味噌汁・豚焼肉・ニ かにめし・豚汁・大根の漬 親子丼・味噌汁・煮豆・漬
しとほうれん草のナムル・ かめの大根サラダ・みか
夕 うれん草のサラダ・南瓜 みかんとバナナフルーツ ラ玉・桃
物
物
大根
和え
鶏肉と大根の煮物
ん缶のバナナ和え

16

17

18

ご飯・つみれ汁・大根、フ ご飯・味噌汁・七種の巾

ご飯・味噌汁・肉団子・
朝 キの煮物・麻婆茄子・たら 着・鶏肉の煮物・ホッケフ シュウマイ・フルーチェ
こ
ライ

煮込みうどん・揚げ豆腐・

昼 大学芋

夕

お好み焼・味噌汁・麻婆
豆腐・ハムとほうれん草
の胡麻和え

19

24

親子丼・味噌汁・ほうれん ご飯・味噌汁・さんまの煮 パン盛り合わせ・スクラン
カレーライス・中華スー
草と青梗菜のなめ茸和 付け・さつま芋の昆布煮・ ブルエッグ・ベーコン炒
プ・フルーツ
え・煮豆
キャベツとベーコン炒め め・コーンスープ・りんご

25

ご飯・味噌汁・エビすり身 ご飯・味噌汁・鯖の味噌 ご飯・味噌汁・ボロニア
煮・茄子の煮びたし・南瓜 ソーセージ・海老コロッ
物・ポテトサラダ
の煮物
ケ・フライドポテト

朝 焼き・大根とがんもの煮

21

22

ご飯・味噌汁・スクランブ ご飯・味噌汁・スクランブ ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
ご飯・味噌汁・茄子の煮
ルエッグ・鶏肉と牛蒡の ルエッグ・鶏肉と牛蒡の 魚・鶏肉の竜田揚げ・里
びたし・里芋の煮物・煮豆
煮物・揚げシュウマイ
煮物・揚げシュウマイ
芋の煮付け

ご飯・味噌汁・鶏肉とキャ ご飯・味噌汁・おろしハン
ご飯・寄せ鍋・胡瓜と大根 天丼・味噌汁・南瓜の煮
ベツの炒め物・さつま芋 バーグ・胡瓜、生姜ポン
の浅漬け
物
の甘煮・漬物
酢和え

23

20

26

イナリ寿司・煮豆・ミニ
ソーメン・パイン

ご飯・味噌汁・すき焼き
ご飯・味噌汁・焼き肉風野
ご飯・味噌汁・茄子の味
風・胡瓜と大根のツナサ
菜炒め・わかめと胡瓜の
噌肉炒め・長芋のポン酢
ラダ・もやしとキャベツの
サラダ・三色煮豆
炒め・べったら漬け
炒め物

27

28

29

ご飯・味噌汁・男爵コロッ
ご飯・味噌汁・かぶとキャ
ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・ ご飯・味噌汁・牛肉コロッ
ケ・ジャーマンポテト風・
ベツの煮物・チキンサラ
ミニオムレツ・南瓜の煮物 ケ・オムレツ・大根の煮物
納豆
ダ・煮豆

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・ パン盛り合わせ・コーン ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
カレーライス・スープ・スク ご飯・玉子スープ・和風パ おにぎり・うどん・ジャーマ
ご飯・シチュー・唐揚げ・
さつま芋のかつおぶし・ト スープ・鶏肉とキャベツの 大根とかぶの煮物・パイ
スタ・唐揚げ・フルーチェ ンポテト
サラダ
マトと玉子炒め
トマト炒め・フルーツ
ナップル・生酢

昼 ランブルエッグ

ご飯・味噌汁・煮込みハン ご飯・味噌汁・サイコロス ご飯・味噌汁・生姜焼き・ ご飯・味噌汁・とろろ胡瓜
ご飯・味噌汁・ニラ玉・エ
ご飯・豚汁・大根ツナサラ 豚丼・味噌汁・白菜のお
ビフライ・胡瓜、生姜ポン
夕 バーグ・エビフライ・フライ テーキ・ツナとハムのサラ もやしとハムのナムル・胡 和え・フキとツナの煮物・ ダ・照り焼き
浸し
ドポテト
ダ・胡瓜のおかか和え
瓜とワカメの和え物
肉野菜炒め
酢和え

