
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6

朝
ご飯・味噌汁・ネギ入り納
豆鮭焼魚・梅干・ほうれん
草胡麻和え

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
かぼちゃ煮・アスパラガ
ス・みかんヨーグルト

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・昆布の佃煮・里
芋、天カマ煮・バナナヨー
グルト

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
漬物かぼちゃ煮・マカロニ
サラダ

おじや・味噌汁・煮物・胡
瓜のサラダ・ミートボール

ご飯・味噌汁・かぼちゃの
そぼろあんかけ・納豆・た
くあん白菜のお浸し

昼
ご飯・味噌汁・から揚げ・
大根、ちくわ煮・りんご

ハッシュドビーフ・コーン
スープ・スパゲテｲサラダ

具沢山煮込みうどん・水
菜のサラダ・お稲荷さん・
紫蘇の実漬け・皮ごと食
べれるぶどう

ご飯・鮭シチュウー・鶏ザ
ンギ(水菜和え)・ピーマン
と茄子の炒め煮・黄桃

親子丼・すり身汁・ほうれ
ん草のなめ茸和え・マカ
ロニサラダ

漬け丼・御吸い物・竹の
子とフキの煮物

夕
ご飯・豚汁・銀ガレイみり
ん漬焼・ほうれん草の胡
麻和え・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・エビ、椎
茸、にんにくのフライ・水
菜サラダ

ご飯・味噌汁・生姜焼・長
芋の梅肉和え

ご飯・味噌汁・すき焼き・
洋梨

ご飯・玉子スープ・煮豆・
ポテトコロッケ・大根と胡
瓜のサラダ

ご飯・お鍋(うどん、白菜、
人参、大根、椎茸、豚肉、
鶏肉ネギ)
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朝
ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ベーコン・納豆・
アスパラガス

ご飯・味噌汁・サンマの蒲
焼の玉子とじ・とろろ芋・
水菜、胡瓜、ベーコンの
サラダ

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・フキと天カマの炒め
物・漬物

ご飯・味噌汁・赤魚のみり
ん漬焼・納豆・ほうれん草
のなめ茸和え

おじや・煮豆・ハムと胡瓜
のサラダ・味噌汁

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・かぼちゃ煮・納豆

鶏雑炊・味噌汁・胡瓜の
漬物・納豆

昼 ガーリック炒飯
カツ丼・味噌汁・キャベツ
の梅肉和え・たくあん

カレーライス・玉子スー
プ・トマトと大根のサラダ

焼きそば・お稲荷さん・ニ
ラ玉スープ・胡瓜とちくわ
の酢味噌和え

きのこスパゲテｲ・オニオ
ンスープ・フライドポテト・
ミックスベリー・フルーチェ

ご飯・味噌汁・鮭ちゃん
ちゃん焼・小松菜としらす
の胡麻和え・たくあん

そば・稲荷寿司

夕
ロコモコ丼・御吸い物・も
やし胡瓜、オホーツクの
酢の物

きのこと鮭の炊き込みご
飯・御吸い物・長芋の和
え物・オレンジ

ご飯・水餃子・肉入り野菜
炒め・ほうれん草の胡麻
和え

ご飯・すき焼き・たくあん
ご飯・味噌汁・スパサラ
ダ・白菜蒸し・もずく酢

親子丼・味噌汁・インゲン
の胡麻和え・しば漬け

ご飯・豚汁・つぼ鯛西京
焼・ツナポテト
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朝
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
だし巻き玉子・胡瓜、ワカ
メ、オホーツクの酢の物

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・
じゃが芋の煮物・煮豆・漬
物

ご飯・味噌汁・大根とちく
わの煮物・ウィンナー焼
き・紫蘇味噌・煮豆

おじや・味噌汁・ベーコン
とほうれん草の炒め物・
たくあん

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・チンゲン菜とウィン
ナーの炒め物・胡瓜と長
芋の梅肉和え

ご飯・味噌汁・じゃが芋、
豚肉炒め・水菜のサラダ・
煮豆

ご飯・味噌汁・煮物・ハム
と玉子のスクランブエッ
グ・漬物・納豆

昼
ご飯、クリームスープ・煮
込みハンバーグ・ウィン
ナー、野菜炒め

キーマカレー・野菜たっぷ
りスープ・さつま芋のサラ
ダ・りんご

炒飯・ハムサラダ・コンソ
メスープ

ご飯・味噌汁・カツ丼・
きゅうり、わかめの酢の
物・バナナみかん入りフ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・唐揚げ・白
菜梅肉和え・みかん、パ
イン

具沢山煮込むうどん・大
学芋もやしナムル

ご飯・水餃子・スープ・大
根おろし和風ハンバー
グ・煮豆・ほうれん草のな
め茸和え

夕
炊き込みご飯・味噌汁・も
やしのサラダ・りんご

ご飯・味噌汁・ニラ玉・天
カマ里芋煮・たくあん

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
ニラの和え物・フライドポ
テト

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・ポテトサラダ・おふくろ
煮・つぼ漬け

ご飯・味噌汁・かすべ煮・
白菜蒸し・ハムサラダ・り
んご

炊き込みピラフ・味噌汁・
肉団子の酢豚・ﾌﾞﾛｯｺﾘー
サラダ

鶏釜飯・味噌汁・鮭のホイ
ル蒸し・子和え
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朝
ご飯・味噌汁・大根と天カ
マの煮物・ほうれん草の
和え物白桃・梅干

ご飯・鮭・煮物・煮豆
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
フキ厚揚げ煮・鯖焼魚

ご飯・味噌汁・銀たらミリ
ン漬け焼・かぼちゃ煮

ご飯・味噌汁・マカロニサ
ラダ・煮豆・鮭焼魚

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・昆
布と天カマの炒め物・か
ぼちゃ煮・漬物

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・サンマの蒲焼・とろろ・
煮豆

昼
ミートスパゲテイ・玉子
スープポテトサラダ

カレーライス・スープ・白
菜とえのきと玉子のサラ
ダ・煮りんご

塩野菜ラーメン・おにぎ
り・胡瓜漬け

お稲荷さん・キノコの御吸
い物・ザンギ・ポテトサラ
ダ・みかんと桃

温そば・おにぎり・バナナ
のゼリーのせ

チキンﾗｲｽ・スープ・レタス
サラダ・黄桃

ナポリタンパスタ・鮭おに
ぎり玉子スープ・ごぼうと
人参のサラダ・クレープ、
オレンジ添え

夕
ご飯・味噌汁・豚のチャー
シュー・煮物・胡瓜と水菜
のサラダ

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・りんご・かぼちゃ煮

ご飯・味噌汁・里芋煮・ち
くわサラダ・野菜炒め

ご飯・ミネストローネスー
プ・ハンバーグ・煮豆・ほ
うれん草のなめ茸和え・ク
リスマスｹｰｷ

カツ丼・味噌汁・ひじきと
天ぷら煮・たくあん

ご飯・水餃子・オニオンサ
ラダ・豚ステーキ・煮豆

ご飯・中華スープ・鶏肉の
パイン漬け・ポテトサラダ

28 29 30 31

朝
ご飯・味噌汁・炒め納豆・
紅じゃこ・フキの煮物

ひじき五目ご飯・味噌汁・
フキと天カマの煮物・塩サ
バ焼・たくあん

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ウィンナー・漬物

ご飯・味噌汁・カレイのミ
リン漬け焼・ポテトサラ
ダ・黄桃ゼリー添え

昼
豚丼・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・バナナ、イチゴヨー
グルト和え

ご飯・春雨スープ・野菜
たっぷりジンギシカン・ス
パサラダ・もやしと油揚げ
の酢の物

ご飯・スープ・豚ジンギス
カン

カルボナーラ・スープ・マ
カロニサラダ・桃プリン

夕
カツカレー・ニラ玉スー
プ・水菜サラダ・パイナッ
プル

ご飯・味噌汁・おでん・野
菜炒め・いちごと白桃

ご飯・味噌汁・うま煮・ほう
れん草の胡麻和え・生酢

ご飯・お刺身（ｻｰﾓﾝ、鯛､
ﾏｸﾞﾛ､ｴﾋﾞ)・ほうれん草の
胡麻和え・雪の花カニ三
昧・年越しそば

グループホームアウル 　１２月　献立表
アウルⅠ


