
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

30 31 1

朝
ご飯・味噌汁・天カマと芋
の味噌煮・ホッケ焼き魚・
豚肉の味噌炒め

ご飯・すりみ汁・ミートオ
ムレツ・南瓜コロッケ・豚、
もやし炒め・煮物

ご飯・味噌汁・焼き魚・う
ま煮・生酢・卯の花・栗き
んとん

昼
ご飯・ソーメン汁・ハン
バーグ・チャーシュー、揚
げの含め煮

ご飯・ラーメン・ほうれん
草のなめ茸和え・青椒肉
絲・漬物

ご飯・味噌汁・カニ身爪フ
ライ・大正金時・きんぴら
ごぼう・まるごとグラタン

夕
ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・麻婆豆腐・チキン南
蛮

天津飯・味噌汁・ジャーマ
ンポテト

ご飯・味噌汁・うなぎ・伊
達巻き・たらこ昆布・ロー
ストビーフ・数の子・栗き
んとんごはん
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朝
ご飯・味噌汁・絵馬かま・
たらこ昆布・南瓜饅頭・切
り干し大根・花五目

ご飯・味噌汁・高級紅鮭・
いかの塩辛・うずら玉子
肉団子・生ハム・昆布巻
き

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・塩辛・めぬき焼き
魚・たらこ・だし巻き卵と
びっこ入り

ご飯・味噌汁・お好み焼き
風玉子焼き・カニクリーム
コロッケ・煮豆・うま煮

ご飯・すりみ汁・おふくろ
煮・切り干し大根・昆布巻
き

七草粥・味噌汁・千枚漬
け・かぶの葉の油炒め・
切り干し大根・鯖の味噌
煮

ご飯・味噌汁・筑前煮・お
から・ポテトサラダ・南瓜
煮・生酢

昼
煮込みハンバーグ・花包
み・椀の彩り・加賀太鼓・
ひじき煮

チャーハン・じゃがバ
ター・クラムチャウダー・
煮リンゴ

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンの肉詰め・ほうれん
草のナムル・フルーチェ

ご飯・味噌汁・豚肉と白菜
のミルフィーユ・茄子、酢
豚風煮・梨、みかん

パン盛り合わせ・スクラン
ブルエッグ・漬物・フルー
ツ

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・ポテトサラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
大根とかぶの煮物・フ
ルーチェ

夕
すき焼き煮・ご飯・三宝・
ふわふわ玉子・うま煮・黒
豆

かき揚げ丼・煮豆・栗きん
とん・生酢・漬物

ご飯・味噌汁・揚げだし豆
腐・きんぴらごぼう・かま
ぼこ

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・回鍋肉・ベーコン焼
き・茶わん蒸し

とりそぼろ丼・味噌汁・ほ
うれん草のかつお節和
え・キャベツのツナマヨサ
ラダ

カレーライス・胡瓜、カニ
カマ和え

エビ丼・味噌汁・おから・
セロリとハムのサラダ
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朝

ご飯・味噌汁・金目鯛西京焼
き・南瓜の煮物・鶏のタツタ
焼き・和風スクランブルエッ
グ

ご飯・味噌汁・フキと竹の
子の煮物・ひじき煮・煮
豆・湯豆腐

ご飯・味噌汁・さんま塩焼
き・おふくろ煮・龍田揚げ・
スコッチエッグ

ご飯・味噌汁・チキン南
蛮・トマト・大根の煮物・プ
チコロッケ

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
生酢・すり身の生姜煮・マ
カロニサラダ・

ご飯・味噌汁・ミニコロッ
ケ・ポテトベーコンソテー・
肉団子・天カマ煮

ご飯・味噌汁・筑前煮・オ
ムレツ・ひじき煮・南瓜煮

昼
ラーメン・炒飯・ピーマンと
茄子の肉炒め・漬物

かき揚げ丼・味噌汁・里
芋と天カマ煮・フルーツ

カレーライス・玉子スー
プ・フルーチェ

チラシ寿司・味噌汁・チキ
ンカツ・ポテトサラダ・フ
ルーツ

パン盛り合わせ・ポター
ジュ・スクランブルエッグ・
サラダ・ヨーグルト

ご飯・味噌汁・回鍋肉・南
瓜と天ぷらの煮物・りん
ご、バナナ

稲荷寿司・キノコそば・コ
ロッケ・漬物

夕
ご飯・味噌汁・トンカツ・ポ
テトサラダ・冷奴・漬物

ご飯・味噌汁・タラフライ・
フキと揚げの油炒め・白
菜のミルフィーユ

ご飯・シチュー・春雨スー
プ・フルーツポンチ

オムライス・味噌汁・おか
ら・インゲンの胡麻和え

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・焼きそば・豆腐のえの
き和え

ご飯・西京焼き・ナムル・
コーンシチュー

豚丼・豚汁・漬物
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朝

ご飯・味噌汁・すき焼き風
煮込み・きんぴらごぼう・
ほうれん草としめじの和
風和え・ポーチドエッグ

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・豚肉の生姜焼き・南瓜
の煮物・わかめと胡瓜サ
ラダ

ご飯・味噌汁・ベーコン
エッグ・フキ煮・サラダ・き
んぴらごぼう

ご飯・味噌汁・赤魚西京
焼き・鶏つくね・南瓜煮・
海老カツ卵とじ

ご飯・味噌汁・フキと竹の
子の炒め物・煮豆・鶏の
照り焼き・ほうれん草の鰹
節和え

ご飯・味噌汁・オムレツ・
おから和え・鯖の味噌煮・
シュウマイ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ソーセージ・がんも、かぶ
の煮物・鰺フライ

昼
ご飯・味噌汁・ハムステー
キ・青椒肉絲・ポテトサラ
ダ・漬物

ご飯・すまし汁・鶏のから
揚げ・肉じゃが・漬物

ご飯・味噌汁・親子丼・ト
マト砂糖漬け

カレーライス・フルーツ・
漬物

パン盛り合わせ・スクラン
ブルエッグ・ベーコン炒
め・煮りんご・

カレーライス・きのこと玉
子のスープ・パイン

ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・ハムサラダ・がん
も煮・フルーチェ

夕
お好み焼・中華スープ・お
むすび・鶏の唐揚げ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・タケノコ煮・胡瓜、なめ
茸和え・だし巻き卵・大根
おろし

かき揚げ丼・味噌汁・イン
ゲンの胡麻和え・肉しゅう
まい

そぼろ丼・味噌汁・きのこ
ともやしの炒め物・ゼリー
和え

ご飯・味噌汁・チーズハン
バーグ青椒肉絲・ほうれ
ん草のなめ茸和え

かき揚げ丼・すいとん汁・
トマト・南瓜煮

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・唐揚げ・麻婆茄子
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朝
ご飯・味噌汁・だし巻き
卵・鯖焼き魚・ポテトサラ
ダ・味付けラム肉

ご飯・味噌汁・鯖のみぞ
れ煮・ハンバーグのきの
こあんかけ・南瓜の煮物・
和風スクランブルエッグ

ご飯・エスニック風肉団
子・ミネストローネ・スクラ
ンブルエッグ・クリームコ
ロッケ・フライドポテト

ご飯・味噌汁・白菜の煮
びたし・南瓜・筑前煮・フ
キ炒め

ご飯・味噌汁・コロッケ・
ホッケ焼き魚・目玉焼き・
切り干し大根

サンドイッチorおにぎり・
オニオンスープ・サラダ・
ゼリー和え

ご飯・味噌汁・南瓜煮・茄
子のひき肉炒め・プチコ
ロッケ・フルーツ

昼
ご飯・玉子スープ・カ
レー・炒り卵

ご飯・すまし汁・チキンカ
ツ・ポテトフライ・漬物・長
芋の梅和え

チラシ寿司・カレーうど
ん・茄子の味噌炒め・漬
物

ご飯・味噌汁・ハムカツ・
茄子、ピーマン炒め・漬
物・ポテトサラダ

パン盛り合わせ・コーン
スープ・スクランブルエッ
グ・ハムとピーマンの炒め
物

ご飯・味噌汁・里芋と長芋
の炒め煮・ほうれん草の
白和え・茄子と小松菜の
味噌炒め

ご飯・シチュー・唐揚げ・
野菜の茹で合わせ

夕
中華丼・味噌汁・ポテトト
マトチーズ焼き

麻婆丼・味噌汁・ハムとポ
テトの炒め物・マンゴーゼ
リー

カレーライス・フライドポテ
ト・トマト・白菜和え

ご飯・味噌汁・とろ卵豚
キャベツ・ほうれん草の
ベーコン炒め・麻婆豆腐

ご飯・味噌汁・野菜あん
かけ・湯豆腐・なめ茸おろ
し

玉子海苔巻き・ソーメン
汁・フルーツポンチ

エビピラフ・味噌汁・イン
ゲンの胡麻和え・天カマ

グループホームアウル 1 月　献立表
アウルⅡ


