
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・みそ汁・あじ
南蛮焼き・海鮮サラ
ダ・かまぼこ炒め・し
らす・たらこ昆布

昼
・ご飯・あんかけ汁・
ちくわフライ・お浸し２
種<白菜春菊＞漬物

夕

・ご飯・みそ汁・豚に
ら炒め・小松菜ときの
この胡麻和え・ふき
煮物

2 3 4 5 6 7 8

朝

・ご飯・つみれ汁・ほ
うれん草の昆布和
え・ミートボールのあ
んかけ

・ご飯・みそ汁・サバ
焼き・ハムときゅうり
の和え物・煮豆・漬物

ご飯・みそ汁・目玉焼
き・マーボー春雨・
ピーマンとウインナー
炒め・ふるーチェ

・ご飯・みそ汁・炒り
卵・ハム・白じゃこ・お
浸し・みかん

・ご飯・みそ汁・サン
マやわらか煮・味噌
おでん・ワカメ佃煮

・ご飯・みそ汁・麻婆
茄子・納豆・棒棒鶏
風サラダ

・ご飯・味噌汁・
シューマイ・スモーク
サーモン・卵と天カマ
のおでん・小松菜胡
麻炒め

昼
家族会＜すき焼きな
べ・いなり寿司・太巻
き・ケーキ・漬物＞

・かきあげうどん<温
＞卵とマカロニサラ
ダ・かぼちゃ煮

・海鮮丼・みそ汁・白
菜のお浸し・レンコン
金平

・ご飯・みそ汁・フライ
盛り合わせ＜イカ・
チーカマ＞・白菜の
なめたけ和え

・ご飯・みそ汁・揚げ
だし豆腐あんかけ・
長芋きゅうり酢の物・
ひじき煮物

・ご飯・みそ汁・ミート
コロッケ・エビチリ野
菜添え・みかん

・しようが炒りうどん・
ホッキサラダ・ごぼう
天

夕
・カレーライス・ワカメ
スープ・フルーツ

・ご飯・みそ汁・豚肉
の中華炒め・きんぴ
らごぼう・たくあん

・ご飯・みそ汁・肉豆
腐・ユリ根とさやいん
げんサラダ・プリン

・松茸ごはん・お吸い
もの・ロール白菜と
ジャガイモ煮・かぼ
ちゃチーズサラダ・
コーンバター

・ご飯・みそ汁・ピー
マン肉詰めトマト煮・
ししゃも南蛮漬け・ナ
ス炒めポン酢

・ご飯・みそ汁・天ぷ
ら盛り合わせ・カニカ
マサラダ

・ご飯・みそ汁・おい
らん煮付・さつま芋と
里芋煮・ささげとちく
わのサラダ

9 10 11 12 13 14 15

朝
ご飯・みそ汁・塩さ
ば・ふきの煮物・きゅ
うり和え物

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・ナスとウイン
ナーのケチヤップ炒
め・もずく酢・たらこ

・ご飯・スープ・ぎょう
ざ・エビとさほうれん
草入り卵焼き・たら
こ・里芋煮

・ご飯・味噌汁・目玉
焼き・ミートボール・
ほうれん草お浸し

・ご飯・みそ汁・つぼ
鯛・ほうれん草和え
物・野沢菜昆布・たけ
のこの土佐煮・たらこ

・ご飯・みそ汁・サン
マ缶と野菜の煮物・タ
ラモサラダ・黒豆・鮭
焼き

ご飯・みそ汁・サバ焼
き・たらこ・にら玉炒
め

昼

焼きそば・ほたての
スープ・いなり寿司・
杏仁豆腐・春巻き・
しゅうまい

・ご飯・みそ汁・きのこ
ハンバーグ・温野菜・
じゃがいもと練りかま
の煮物・りんごヨーグ
ルト

・ご飯・具たくさんク
リームシチュー・きん
ぴらごぼう・おくらとエ
ビの和え物

・煮込みうどん・かき
あげのせ・長芋の酢
物・ほうれん草とマカ
ロニの卵サラダ・フ
ルーチェ

・ご飯・みそ汁・豚
ロース生姜焼き・スー
プぎょうざ・きのこも
やしのドレッシング

・うどん・おにぎり・玉
葱サラダ・フルー
チェ・とうもろこし

・ご飯・みそ汁・玉葱
の卵とじ・チーズ春巻
き・肉だんご・ハッ
シュドポテト・トマト

夕
・ご飯・みそ汁・鮭の
きのこあんかけ・マー
ボーチキン・酢の物

・ご飯・みそ汁・ス
テーキ・エビフライ・
ミックス野菜・ほうれ
ん草お浸し・みかん

・牛丼・温泉卵・はた
はた汁・きのこみぞ
れ和え・漬物

・ご飯・みそ汁・サラ
ダ・肉じゃが・煮豆・
栗甘露

・ご飯・みそ汁・ツナ
ステーキ・南瓜サラ
ダ・〆サバのポン酢
和え

・ご飯・みそ汁・串か
つ・魚フライ・柿・野沢
菜昆布

・ご飯・みそ汁・肉と
野菜の炒め・肉じゃ
が・みかん

16 17 18 19 20 21 22

朝
・ご飯・みそ汁・ほっ
け・もずく酢・玉葱天
カマ・茶わん蒸し

・ご飯・みそ汁・たら
こ・大根と鶏肉の煮
物・玉葱とちくわのオ
イスター炒め

・ご飯。みそ汁・目玉
焼き・ウインナー・水
菜といわしの和え物・
たらこ

・ご飯・味噌汁・ハン
バーグ・スクランブル
エッグ・煮豆・

・ご飯・みそ汁・ピー
マンと野菜炒め・ホッ
ケ味醂焼き・さつま芋
の甘露煮・漬物

パン・目玉焼き・ｿｰ
ｾｰｼﾞ炒め・ポテトサラ
ダ・ロールキャベツ

・ご飯・みそ汁・ベー
コンと小松菜炒め・大
根と竹輪の煮物・ツ
ナマヨネーズ和え

昼
・カレーライス・中華スー
プ・サラダ・フルーチェ

・ご飯・ユイミータン・
ぎょうざ・豚肉とにん
にく芽炒め・菜花の
からし和え

・炊き込みご飯・味噌
汁・野沢菜おろし・南
瓜煮・キュウリ酢の物

・ご飯・クリームシ
チュー・ふきと油あげ
の煮物・野菜サラダ

・親子丼・パリパリサ
ラダ・フルーツ・みそ
汁

・ご飯・みそ汁・ジン
ギスカン・かぼちゃお
ずき煮・水菜とトマト
サラダ

・ご飯・みそ汁・ほう
れん草の胡麻和え・
ホッケみりん焼き・お
ろし添え・みかん

夕

・ご飯・みそ汁・鮭の
きなこあんかけ・ほう
れん草バターソテー・
パインナップル

・ご飯・みそ汁・焼き
かれい・ナス味噌炒
め・ふきの煮物

・ご飯・ちげ鍋・あぶり
サーモン・手羽先照り
焼き

・ご飯・味噌汁・カ
レー煮付・スパゲティ
のツナサラダ・豚肉
の酢豚風

・カレーライス・みそ
汁・きのことキュウリ
の胡麻ドレ・キウィの
フルーチェ

・ご飯・みそ汁・サバ
焼き・さけの天ぷら・
筑前煮

・ご飯・みそ汁・ハン
バーググラッセ添え・
豆腐あんかけ

23 24 25 26 27 28 29

朝

・ご飯・みそ汁・ハム
エッグ・ミートボール・
ふきの煮物・ヨーグル
ト

・ご飯・みそ汁・塩さ
ば・ナスとピーマンの
味噌炒め・とろろ芋

・ご飯・みそ汁・厚焼
き卵・鮭塩焼き

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・ウイン
ナーとピーマン炒め・
酢の物・みかん

・ご飯・みそ汁・山芋
の煮物・塩鮭・モヤシ
の和え物

・ご飯・みそ汁・ベー
コンエッグ・ほうれん
草ときのこ炒め・しそ
昆布

・ご飯・みそ汁・ポテト
サラダ・ハンバーグ・
納豆

昼

・うどん<温＞・かぼ
ちゃサラダ・長いもと
ベーコンと玉葱の炒
め

・ご飯・にら玉みそ
汁・ほっけ焼き・マー
ボー豆腐・ナスの素
揚げ

・オムライス・みそ汁・
きゅうり酢物・マン
ゴーフルーツ

・ご飯・豚汁・おでん・
しそ昆布・春雨サラ
ダ・えびフリッターレタ
ス添え

チャーシュー丼・わか
めスープ・しそわかめ
の佃煮・パリパリサラ
ダ<トマト・ミックスベ
ジタブル＞

・焼きそば・お汁粉・
切干大根の煮物・フ
ルーツ

・ご飯・みそ汁・サバ
焼き・卵焼き・竹輪マ
ヨネーズ・肉じゃが・
酢の物

夕

・ご飯・みそ汁・牛肉
のゆずこしょう炒め・
小松菜ぜんまいの煮
びたし・ジャガイモと
カリカリベーコン焼き

・あんかけ炒飯・コー
ンスープ・里いもの煮
物・鶏のからあげ

・ご飯・みそ汁・やわ
らか煮豚・白菜の煮
びたし

・ご飯・みそ汁・コロッ
ケ・白身魚フライ・ポト
フ・南瓜サラダ

・ご飯・味噌汁・ハン
バーグ・えびフライ・
ポテトサラダ・ナポリ
タン・きゃべつ添え

・ご飯・みそ汁・すき
焼き煮・ひじきの煮
物・れんこんの酢の
物

・ご飯・みそ汁・餃子・
ジャーマンポテト・松
前漬け

30 31

朝
・ご飯・みそ汁鮭焼
き・麻婆茄子・漬物

・ご飯・みそ汁・さんま
焼き・わさび数の子・
バナナ・ブロッコリー
サラダ

昼

・２色そぼろ丼・みそ
汁・ゆばと山菜の煮
物・里いもの煮っころ
がし

・ご飯・みそ汁・ちゃ
んちゃん焼き・水菜
サラダ・フルーツ缶

夕

・ご飯・鶏すまし汁・
春巻き・ポテトフライ・
千切りキャベツ・はん
ぺんと煮玉子

・いなり寿司・天ぷら
蕎麦・しそわかめ

グループホームアウル山ユニット１２月献立表


