
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

朝
ご飯・味噌汁・ほうれん草
の白和え・スクランブル
エッグ・ホッケ焼き魚

ご飯・野菜と豆のチャウ
ダースープ・サバの味噌
煮・ほうれん草、ベーコン
のソテー・南瓜の煮物

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
ウィンナー・煮豆・佃煮・
煮物

ご飯・味噌汁・みがき山
菜・竹の子、鶏肉煮・漬
物・煮豆

ご飯・味噌汁・かすべ煮・
きのこソテー・昆布炒め

昼
天ぷらそば・大根ときゅう
りの漬物・わかめのおに
ぎり

ご飯・野菜炒め・茄子の
味噌炒め煮・水菜と玉子
スープ・みかん

カレーライス・玉子スー
プ・フルーツヨーグルト

ビーフシチュｰ・ニラ玉
スープフルーチェ

ご飯・ちゃんこ鍋・煮豆

夕 ご飯・漬物・味噌チゲ鍋
三食丼・豚汁・白菜の梅
肉和え

ご飯・味噌汁・コロッケ・
キャベツとツナのサラダ・
柿

海老丼・味噌汁・茄子の
酒蒸し

ご飯・豚汁・サバの味噌
煮・キャベツと胡瓜の漬
物

6 7 8 9 10 11 12

朝
ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ほうれん草のお
浸し・みがき山菜

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・麻婆豆腐・ブロッコ
リーのサラダ

ご飯・味噌汁・南瓜煮・ほ
うれん草のお浸し・ブナ
ピー焼き竹の子煮

栗ごはん・味噌汁・大根と
天カマの煮物・ソーセージ
入りスクランブルエッグ・
胡瓜とかぶの浅漬け・み
かん

ご飯・味噌汁・めぬきの西
京焼き・卵焼き・みがき山
菜

ご飯・味噌汁・山菜煮・竹
の子、豚肉煮・南瓜煮・み
かん

鮭雑炊・茄子とピーマン
の味噌炒め・煮豆・うまみ
昆布

昼
豚丼・味噌汁・ポテトサラ
ダ・大根、天カマの煮物・
りんご

おにぎり・漬物・冷麦・煮
豆

牛丼・味噌汁・たくあん・
グリーンサラダ

ホワイトパスタ・コーンポ
タージュ・水菜、ハムサラ
ダ・黄桃白桃

ご飯・玉子スープ・酢豚・
りんご・大根と天カマの煮
物

かき揚げうどん・生ハム
サラダ・柿

茄子とひき肉のトマトパス
タ・玉子スープ・みかん

夕
ご飯・味噌汁・ザンギ・人
参と胡瓜のサラダ・揚げ
納豆

天丼・お吸い物・八朔
ご飯・味噌汁・海老フラ
イ・肉と野菜の炒め物・煮
豆・りんご

ご飯・味噌汁・胡瓜の漬
物・から揚げ・白菜と揚げ
の炒め物

ご飯・味噌汁・しゃぶしゃ
ぶ

親子丼・味噌汁・長いもの
サラダ・冷奴・ベーコンと
えのきの炒め物・みかん

混ぜ込みごはん・味噌
汁・チキンのタルタルソー
ス掛け・豚肉とえのきのフ
ライ

13 14 15 16 17 18 19

朝
ご飯・味噌汁・納豆・ハム
サラダ・白菜煮・天カマ炒
め

生姜ご飯・味噌汁・竹の
子の煮物・芝漬け・ウィン
ナー焼き

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・ウィンナー入りスクラ
ンブルエッグ・南瓜煮

ご飯・味噌汁・塩サバ焼
き・大根のきんぴら・紫蘇
味噌

ご飯・味噌汁・ふき煮・胡
瓜サラダ

ご飯・味噌汁・煮豆・漬
物・鮭焼き魚・天カマ、大
根煮

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
南瓜煮・白菜のお浸し

昼
ご飯・水餃子・青椒肉絲・
ナムル・胡瓜と大根の漬
物

かつ丼・味噌汁・たくあ
ん・八朔

ご飯・味噌汁・煮物・ハム
サラダ・昆布焼き

かれーうどん・おにぎり・
レタスと人参のサラダ・煮
豆

クリームパスタ・フルーツ
ヨーグルト・玉子サラダ

ご飯・味噌汁・焼きうど
ん・とろろ・桃、りんご

鶏チリ炊き・ふきとがんも
の煮物・春巻き・えのきと
三つ葉のスープ

夕
中華丼・味噌汁・トマトと
胡瓜の胡麻サラダ

カレーライス・白菜と玉子
のスープ・みかん

ご飯・ポトフ・ハンバーグ・
マカロニサラダ・ほうれん
草のお浸し

ご飯・味噌汁・スコッチ
エッグ・チーズ入りカツ、
キャベツ添え・八朔

中華丼・味噌汁・レタスサ
ラダ・白桃、黄桃

ご飯・味噌汁・豚肉生姜
焼き・ほうれん草のなめ
茸和えポテトサラダ

ご飯・味噌汁・天ぷら(カニ
カマ、インゲン)・カニク
リームコロッケ・さつま芋
の煮物・ひじき煮

20 21 22 23 24 25 26

朝
ご飯・味噌汁・卵焼き・き
んぴらごぼう・ひじき煮・
シュウマイ

ご飯・味噌汁・卵焼き・ひ
じき煮・塩サバ

ご飯・味噌汁・卵焼き・ひ
じき煮・塩さんま

ご飯・味噌汁・サンマ焼き
魚・シューマイ・煮豆・昆
布佃煮

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・おくらの胡麻和
え・カニシューマイ・オム
レツ・さつま芋煮

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・さつま芋甘煮・昆布の
佃煮・オレンジ

ご飯・味噌汁・卵焼き・鯖
煮・もずく・ふき炒め

昼
ご飯・味噌汁・銀鮭焼き
魚・ちくわ揚げ・きんぴら
ごぼう・たくあん

ご飯・味噌汁肉団子・卯
花・いももち

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
卯花・いももち

中華丼・味噌汁・ひじき
煮・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・鶏の天ぷ
ら・ポテトサラダ・煮物

オムライス・ポトフ・胡瓜と
ハムの胡麻サラダ・フ
ルーツのカクテル

ご飯・野菜炒め・三つ葉と
ふのスープ・大根とかい
われの煮物・もものフ
ルーツ

夕
カレーライス・ほうれん草
胡麻和え・インゲン炒め・
味噌汁・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・切干大根・ふきの煮
物

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・豚マヨカツ・切干大根

チャーハン・味噌汁・白身
魚フライ・キャベツのサラ
ダ

ご飯・豚汁・ほうれん草の
胡麻和え・オードブル(海
老フライ、煮物、から揚
げ、ハンバーグ、メンチカ
ツ)

ご飯・味噌汁・焼きうど
ん・バナナヨーグルト

ご飯・味噌汁・ちゃんちゃ
ん焼き・ほうれん草のお
浸し

27 28 29 30 31

朝
ご飯・味噌汁・納豆・梅
干・いんげん胡麻和え・
シュウマイ大根煮

ご飯・味噌汁・ハムエッ
グ・カスベ煮・昆布佃煮

ご飯・味噌汁・栗ごはん・
もずく酢・煮豆・漬物・さん
ま味噌煮

ご飯・味噌汁・キャベツと
ベーコンのバター炒め・
南瓜煮・たくあん

ご飯・味噌汁・子和え・サ
ンマ焼き魚・ハムのサラ
ダ・みかん

昼
チャーハン・から揚げ・
ホッケフライ・味噌汁

ご飯・ニラ玉子スープ・煮
込みハンバーグ・スパ
ゲッテイ・インゲン、舞茸、
油揚げの炒め物

塩ラーメン・おにぎり・漬
物

カレーライス・キャベツと
ハムのサラダ・玉子スー
プ・みかんヨーグルト

醤油ラーメン・鮭おにぎ
り・漬物・みかん

夕
親子丼・味噌汁・大根サ
ラダ・きのこの大根おろし
和え

カレーライス・味噌汁・煮
豆

ご飯・味噌汁・うま煮・ホッ
ケ焼き魚・子和え

ご飯・味噌汁・うま煮・ホッ
ケ焼き魚・子和え

年越しそば・海鮮丼・ゆず
大根・栗きんとん・花シュ
ウマイ

グループホームアウル 　１２月　献立表
アウルⅠ


