
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1

朝

ご飯・味噌汁・南瓜の鶏
そぼろあんかけ・焼つぼ
鯛・ほうれん草の胡麻和
え

昼

ご飯・ポトフ・かすべの唐
揚げ・コロッケ（ブロッコ
リー添）・小松菜と天かま
の煮浸し・漬物

夕
親子丼・味噌汁・竹輪とワ
カメの酢味噌和え・たくあ
ん
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朝
ご飯・味噌汁・南瓜煮・ツ
ナサラダ・鶏肉酒蒸し

生姜ご飯・なめこ汁・南瓜
の茶巾・玉子豆腐・焼豚
サラダ

ご飯・味噌汁・だし巻き玉
子・うま煮・スパゲティサ
ラダ

ご飯・味噌汁・焼鮭・ほう
れん草の胡麻和え・大根
と人参と鶏肉の煮物

ご飯・味噌汁・大根と人参
と竹輪の煮物・茄子と
ピーマンの味噌炒め・ほ
うれん草と焼売の白湯煮

ほっけご飯・味噌汁・厚焼
き玉子・大根の海老きの
こあんかけ・紅じゃこ

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・大根煮・煮豆

昼
豚丼・味噌汁・玉子サラ
ダ・煮豆・カクテルフルー
ツ

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
鶏ひき肉とひじきの油揚
包み煮・ほうれん草の
シーチキン和え・長芋と梅
肉の酢の物

カレーライス・玉子スー
プ・ベーコンと水菜の塩だ
れサラダ・柿

シーフードミックス天ぷら
うどん・胡瓜とオホーツク
の酢の物・大学芋・杏仁
フルーツ

スパゲティミートソース・
ポテトサラダ・煮玉子・青
梗菜と舞茸のスープ・柿

ご飯・味噌汁・焼鯖・鶏
じゃが・玉子豆腐

ご飯・味噌汁・焼鮭・竹輪
の天ぷら・白身魚のフライ

夕
ご飯・味噌汁・煮込みきの
こハンバーグ・山菜の煮
物・もやし炒め

親子丼・味噌汁・ナムル・
胡瓜の漬物

ご飯・味噌汁・牛すき煮・
ポテトサラダ・たくあん・煮
豆

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
漬物・昆布と竹の子の煮
物

ご飯・クリームスープ・ニ
ラ入り玉子焼・スパゲティ
サラダ

ご飯・味噌汁・いか入メン
チカツ・南瓜煮・胡瓜と
らっきょの酢の物

ひじきの混ぜご飯・味噌
汁・鶏むね肉の生姜焼
き・かぶとナルトの煮物・
胡瓜と中華クラゲの和え
物
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朝
ご飯・味噌汁・炒め納豆・
玉子焼・煮豆・昆布佃煮・
紫蘇巻き味噌・みかん

ご飯・豚汁・南瓜煮・ミート
ボール・煮豆

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
蒲焼・煮豆・フルーツ

ご飯・味噌汁・煮物・ヤー
コンのきんぴら・納豆・漬
物

ご飯・味噌汁・天かま・き
んぴら・納豆・漬物

ご飯・味噌汁・冬至南瓜・
玉子焼・切干大根

ご飯・味噌汁・ふきと揚げ
の炒め煮・肉じゃが・ひじ
きの五目煮

昼
おにぎり・五目うどん・中
華サラダ・南瓜のそぼろ
あんかけ

お弁当
ご飯・御吸い物・ハッシュ
ドビーフ・マカロニサラダ・
みかん

ご飯・味噌汁・京風焼売・
ロールキャベツ・香の物

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・いんげんの煮物・漬
物

きつねそば・オクラとなめ
茸の長芋和え

ご飯・豚汁･クリームコロッ
ケ・白菜の煮浸し

夕
ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ポテトサラダ・柿

ご飯・けんちん汁・餃子・
ポテトサラダ・うの花

ご飯・チキンの味噌漬け
焼・レタスとピーマンと
キャベツの付け合せ・野
菜の炒め煮

ご飯・味噌汁・ササミチー
ズフライ・煮豆腐・蕨の煮
物・

ラーメン・ご飯・鯖の味噌
煮・豚シャブサラダ・漬物

ご飯・味噌汁・キャベツサ
ラダ・きせい豆腐・漬物

ご飯・味噌汁・焼かれい・
酢の物･里芋の煮物・漬
物・みかん
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朝
ご飯・味噌汁・冬至南瓜・
子和えこんにゃく・蟹入焼
売

ご飯・味噌汁・煮玉子・煮
豆・さつま芋の甘煮・焼
ほっけ

ご飯・味噌汁・大学芋・
べーコンエッグ・天かま煮

ご飯・味噌汁・かぶの鶏
ひき肉炒め・キャベツとし
めじのパスタ・ミカンゼ
リー和え

ご飯・味噌汁・南瓜煮・椎
茸焼・竹輪サラダ

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
蒲焼・粉ふき芋・ベーコン
と玉ねぎと玉子の炒め物

ご飯・味噌汁・鱈の白菜
ロール・ポテトサラダ・杏
仁フルーツ

昼
親子丼・味噌汁・キャベツ
のお浸し・香の物・バナナ

ご飯・味噌汁・豚肉の塩
だれ炒め・子和え・煮豆

カレーライス・野菜サラ
ダ・南瓜煮・みかんとバナ
ナ

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンの味噌炒め・筑前煮・
豚肉と白菜の酒蒸し

煮込みうどん・長芋梅肉
和え・ササミサラダ・洋梨

天丼・御吸い物・冬至南
瓜・はっさく

煮込みうどん・洋梨

夕
ご飯・三平汁・鶏の竜田
揚げ・フライドポテト・豆腐
の炒め物

たま丼・味噌汁・チャー
シューとシメジの炒め物・
胡瓜とワカメの酢の物

牛丼・味噌汁・ほうれん草
のなめ茸和え・黄桃と白
桃

ご飯・にら玉スープ・かす
べのガーリック揚げ・たく
あん・スパサラダ

ご飯・焼鮭・長芋のなめ
茸和え・味噌汁

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・水菜サラダ・昆布巻
き・パイナップル

親子丼・味噌汁・にしん
漬・胡瓜とわかめの酢の
物・マンゴヨーグルト
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朝
ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
天かまと生揚げの煮物・
スクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・豚肉とじゃ
が芋の煮物・もやしのサ
ラダ・洋梨入フルーチェ

ご飯・味噌汁・南瓜煮・茄
子とピーマンの炒め煮・
ハムと大根と胡瓜のサラ
ダ

ご飯・味噌汁・茄子と人参
と豚肉の味噌炒め・えの
きの玉子とじ・トロピカル
フルーツ

ご飯・味噌汁・子和え・南
瓜煮・玉子焼・煮豆

炊き込みご飯・味噌汁・
ベーコンとチーズ入スクラ
ンブルエッグ・煮豆・オレ
ンジ

ご飯・味噌汁・南瓜煮・竹
輪サラダ・ほうれん草焼

昼
カツカレー・青梗菜と玉子
のスープ・もやしのナム
ル・黄桃ヨーグルトかけ

シーフードピラフ・きのこと
玉子のスープ・鶏のから
揚げ（うずら玉子とトマト
添）・粉ふき芋・はっさく缶

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ポテトサラダ・漬
物

塩ラーメン・おにぎり・もず
く酢・長芋和え・柿

カレーライス・わかめと玉
子のスープ･ホワイトアス
パラと生ハムのサラダ・ラ
フランス

玉子炒飯・ワカメ春雨
スープ・高野豆腐と椎茸
の煮物・柿のヨーグルト
和え

ご飯・ニラ玉スープ・鶏の
から揚げ・水菜サラダ・バ
ナナヨーグルト

夕
ご飯・味噌汁・豚肉の野
菜巻き・和風サラダ・白桃
とゼリーの和え物

ご飯・玉子スープ・鱈の白
菜ロール・ほうれん草の
胡麻和え・スパゲティサラ
ダ

ご飯・味噌汁・焼鮭・おふ
くろ煮・キャベツとハムの
サラダ・いんげんのピー
ナッツ和え

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
かぶと人参となるとと椎
茸と牛蒡の煮物・梅干･魚
肉ソーセージとかぶの挽
肉炒め

牛丼・水餃子の味噌汁・
ひじきの炒め煮・ササミの
サラダ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ポテトサラダ・高野豆
腐の煮物

ご飯・味噌汁・焼塩鯖・白
菜と豚肉の重ね蒸し・大
根と干椎茸の煮物・漬物・
みかん
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朝

ご飯・味噌汁・ベーコン
エッグ・ほうれん草の胡麻
和え・水菜と竹輪のもずく
酢和え・松前漬

ご飯・味噌汁・豚肉とレン
コンのきんぴら・山芋の梅
肉和え・ハンペンと大根
の煮物・南瓜煮

昼

舞茸ご飯・味噌汁・キャベ
ツとベーコンの炒め物・か
ぶと鶏肉の煮物・麻婆豆
腐

ミートスパゲティ・玉子
スープ・レタスサラダ・み
かん

夕
ご飯・豚汁・小町巻き・焼
つぼ鯛・漬物

ご飯・年越しそば・赤魚の
煮付け・ほうれん草の胡
麻和え・茶碗蒸し・みかん
の里

グループホームアウル １２ 月　献立表
アウルⅠ


