
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

11月30日  　    1

朝

ご飯・味噌汁・じゃが芋カ
マ煮・野菜鳥ひき肉炒め・
煮豆・昆布佃煮・梨のヨー
グルトソース和え・牛乳

 　    

ご飯・味噌汁・カブと鳥ひ
き肉煮・煮豆・しめじと天
カマ卵とじ・ミックスフルー
ツミルクあんかけ・牛乳

昼

チャーハン・シチュー・
ラーメンサラダ・こふき
芋・大根菜とアゲの油炒
め

 　    

ご飯・味噌汁・ほうれん草
ゴマ和え・もずく酢サラ
ダ・鳥肉の甘酢炒め・バ
ナナヨーグルト

夕
ご飯・味噌汁・豆入りお好
み焼き・ホッケ焼・煮豆・
松前漬

 　    

ご飯・けんちん汁・おで
ん・長ネギと鳥肉の甘煮・
キャベツの梅おかか和
え・漬物

2 3 4 5 6 7 8

朝

おじや・赤飯おにぎり・味
噌汁・卵焼き（なめ茸入
り）・ソーセージ・ミート
ボール・スパサラダ・大根
葉油いため・牛乳他

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
切り昆布煮・卵入り納豆・
牛乳

鳥雑炊・味噌汁・ミートオ
ムレツ・きんぴらごぼう・
茄子味噌・冷奴・漬物・牛
乳

ご飯・味噌汁・豚肉と白菜
の酒蒸し・フキとしめじ、
ナルトの煮物・煮豆・めか
ぶ納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・切干大根・
肉じゃが・漬物・煮豆・だ
し巻き卵・牛乳

おじや・味噌汁・漬物・芋
ひき肉炒め・ホッケ焼・牛
乳

ご飯・味噌汁・ししゃも甘
露煮・じゃが芋天カマ煮・
野菜卵とじ・煮豆・漬物・
牛乳

昼
ご飯・シチュー・スープ・
サラダ・桃ヨーグルト

カレーラーメン・ご飯・大
根人参天カマ煮・つくね・
梨とパイナップルのレモ
ンソース

ちらし寿司・そうめん汁・
煮物・キュウリ酢物・お刺
身（マグロ、サーモン、エ
ビ、白身）・煮豆

五目釜飯・味噌汁・ホッケ
焼・エビチリ・大根とひき
肉煮物

シーフードあんかけご飯・
卵スープ・漬物・茄子と茸
の揚げ浸し・豆腐サラダ・
みかん・チェリー

ご飯・味噌汁・コロッケ
（付トマト）・さつま芋甘露
煮・ツナサラダ・野菜あん
かけ・柿

いなり寿司・卵巻き寿司・
うどん汁・春雨みかん酢
物・茄子と豆腐の味噌煮

夕
ご飯・味噌汁・鮭ムニエル
（付トマト）・大根人参鳥肉
煮物・塩辛おろし和え

ご飯・味噌汁・宗八焼・
キャベツと天ぷらの油炒
め・カブとブロッコリー、
ベーコン炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・ホイコー
ロー・茄子とエリンギ、ア
ゲの煮物・ホッケみりん
焼・トマト

カレーライス・味噌汁・
キュウリなめ茸和え・カボ
チャ煮・柿バナナ、フルー
ツ和え

ご飯・味噌汁・舞茸おろし
和え・かき揚げ・焼そば・
柿とバナナの紅茶漬

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・サ
サミ春雨サラダ・ホタテハ
ンペン、長ネギ酢味噌和
え・たくあん・チェリー

ご飯・鳥団子汁・焼魚・大
根豆腐の炒め煮・水菜と
アゲのゴマ和え・漬物
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朝

ご飯・味噌汁・温泉卵・里
芋煮ころがし・キャベツと
竹輪の油炒め・漬物・タラ
コ・牛乳

ご飯・味噌汁・豚肉と白滝
のすき煮・めかぶ椎茸と
ろろ・鮭オムレツ・フキと
天カマの炒り煮・牛乳

ご飯・味噌汁・レタスと鳥
ひき肉炒め・焼鮭・煮豆・
トマト・ミニオムレツ・納
豆・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ウインナー・キャベツ天カ
マ炒め・茄子のシソ味噌
炒め和え・漬物・みかん・
牛乳

ご飯・味噌汁・大根人参
煮物・天カマ芋味噌炒め・
キャベツ竹輪梅肉和え・
漬物・バナナヨーグルト・
牛乳

ご飯・味噌汁・カボチャ
煮・春菊ゴマ和え・スクラ
ンブルエッグ・くるみジャ
コ・牛乳

カレーおじや・味噌汁・大
根と豆腐煮・豚肉ごぼう
の生姜煮・煮豆・じゃこ佃
煮・リンゴバナナヨーグル
ト・牛乳

昼

天津飯・桜えびと春雨の
スープ・カボチャ煮・マカ
ロニポテトサラダ（みかん
入り）

ご飯・味噌汁・豚肉の甘
酢炒め・春菊ゴマ和え・
ジャーマンポテト・バナナ
ヨーグルト

カレーライス・スープ・野
菜サラダ・スパサラ・フ
ルーツヨーグルト和え

ご飯・うどん汁・漬物・さん
ま蒲焼き・白菜ほうれん
草おひたし・もずく酢・み
かん

ご飯・味噌汁・焼つぼだ
い塩ダレ・鳥肉と竹の子
卵とじ・揚げ出し豆腐・煮
豆

いなり寿司・そうめん汁・
大根煮物・豆腐とニラの
すき焼き煮・みかん

ご飯・シチュー・卵ワカメ
スープ・水菜カニカマ、ハ
ムのサラダ・ミックスフ
ルーツとろみあんかけ

夕

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
サラダ・豆腐と野菜の和
風あんかけ・めかぶと椎
茸のおろし和え

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
里芋とイカのそぼろ煮・く
るみジャコ・エリンギと竹
輪、チンゲン菜の卵とじ

ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ（付人参、ブロッ
コリー・うどん）・カボチャ
煮・煮豆・山芋とメカブ和
え

ご飯・味噌汁・豚肉さっぱ
り煮・油揚げとほうれん草
炒め・おくら大和芋納豆・
煮豆

ご飯・味噌汁・味付豚肉
焼（付トマトブロッコリー）・
茄子マカロニケチャップ
和え・カブとハンペン煮
物・漬物

ご飯・三平汁・茄子ピーマ
ン、ペンネのトマト炒め・
ほうれん草なめこ和え・
水菜ゴマサラダ・漬物

ご飯・味噌汁・ロールカ
ツ・ゆでキャベツ・トマト・
さつま芋甘煮・大根なま
す・漬物

　 16 17 18 19 20 21 22

朝

ご飯・味噌汁・カツ丼風・
マカロニケチャップ炒め・
水菜と桜エビの和え物・
煮豆・梅干し・牛乳

ご飯・なめこ汁・豚ひき肉
と白菜酒蒸し・焼鮭・里芋
天カマ煮・めかぶイカとろ
ろ・牛乳

ご飯・味噌汁・ミニハン
バーグ・煮豆・タラスパ・
漬物・カボチャ煮・牛乳

たまご粥・味噌汁・松前
納豆・里芋煮付・大根人
参天カマ煮・バナナみか
んヨーグルト和え・牛乳

ご飯・味噌汁・カボチャ
煮・茄子椎茸甘味噌煮・
タラコ・漬物・めかぶイカ
とろろ・牛乳

ご飯・ポトフ・ミートオム
レツ・マカロニケチャッ
プ炒め・レタスツナサラ
ダ

 ご飯・なめこ汁・鳥ひき肉
レタス炒め・煮豆・昆布佃
煮・めかぶ椎茸納豆・トマ
ト・あんかけミックスフ
ルーツ・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・サバ塩焼・
コロッケ・野菜炒め

ご飯・味噌汁・サンマ蒲焼
き・海鮮あんかけ・白菜ホ
タテ酒蒸し

ご飯・豚汁・カレイ煮付
け・おから和え・ポテトサ
ラダ・白菜ほうれん草ゴ
マ和え

ご飯・味噌汁・焼鮭・キュ
ウリ酢物・海老のあんか
け・フルーチェ

五目混ぜご飯・味噌汁・
フキの煮物・ほうれん草
ゴマ和え・宗八焼・バナナ
ヨーグルト

ご飯・かき揚げうどん・
茄子ブロッコリー甘酢
がけ・焼鯖・柿

三色丼・味噌汁・ホッケ
焼・キュウリ、ツナサラダ・
大根と豆腐のピリ辛煮・
柿ヨーグルト

夕
ご飯・すり身汁・水餃子・
キャベツ天カマ卵とじ煮・
麻婆春雨

ご飯・味噌汁・唐揚げ（付
スパゲティ、レタス、フ
ルーツ）・おから和え・昆
布天カマ煮

ご飯・味噌汁・鳥肉甘酢
あんかけ・焼うどん・おで
ん（ハム、竹輪、ハンペ
ン）

ご飯・味噌汁・親子煮・カ
ブと干し椎茸煮物・ハム
竹輪、かいわれのサラダ

ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・ポテトサラダ・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
ごぼう天とアゲの煮物・
水菜サラダ・つぼだい焼

ご飯・味噌汁・カボチャ天
ぷら・玉ねぎと桜エビの
かき揚げ・舞茸おろし二
杯酢和え・大根味噌煮・
ゴボウとひき肉のきんぴ
ら
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朝

おじや・味噌汁・焼魚・漬
物・芋の煮ころがし・竹の
子の味噌煮・のり佃煮・
牛乳

ご飯・味噌汁・筑前煮・焼
鮭・キュウリ数の子和え・
柿・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ミートボール・
シュウマイあんかけ・こふ
き芋・牛乳

人参おじや・味噌汁・そう
めんと桜エビの炒め物・
納豆とチーズのおやき・
昆布巻き・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・焼魚・天カ
マ椎茸煮物・もずく酢・牛
乳

ご飯・味噌汁・ネギ納豆・
煮豆・ミートボール・ハム
とキャベツの炒め煮・シュ
ウマイ・牛乳

雑炊・味噌汁・煮豆・卵焼
き・切干大根・うの花と揚
げの煮物・柿ゼリー・牛乳

昼

ご飯・スープ（カレー）・鳥
肉卵とじ・切干大根・カボ
チャとひじきの煮物・漬
物・ジャコ和え物

豆ご飯・味噌汁・ヒレフラ
イ・トマト・ゴボウと白滝煮
物・焼うどん

ご飯・味噌汁・フキと蕨の
煮物・ポテト豚肉巻き・野
菜サラダ・バナナ入りフ
ルーチェ

キーマカレー（卵付き）・
味噌汁・ポテトマカロニサ
ラダ（柿付き）・キャベツ天
カマ炒め・ハンペンハム
挟み揚げ

ご飯・味噌汁・鳥生姜焼
き・茄子ピーマン味噌炒
め・もやしナムル・バナナ
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・肉団子の
甘酢炒め・チーズジャー
マンポテト・春雨サラダ・
みかんヨーグルト

カレーライス・ササミと
きゅうりのサラダ・中華
スープ・柿のヨーグルト和
え

夕

混ぜご飯・味噌汁・カボ
チャ煮あんかけ・揚げ芋・
フランクフルト・ワカメとネ
ギの酢味噌和え

ご飯・味噌汁・コロッケ
（付トマト）・もやし梅和え・
もずく酢

チャーハン・卵スープ・麻
婆茄子・ほうれん草お浸
し・舞茸おろし和え・トマト

ご飯・味噌汁・芋コロッ
ケ・フキ、人参炒め煮・白
菜豚ロース挟み蒸し・漬
物・じゃこ

ご飯・味噌汁・海老卵とじ
（親子煮風）・竹の子、竹
輪のゴマ炒り煮・カボチャ
団子・バナナ

ご飯・味噌汁・白菜とシュ
ウマイのあんかけ・ホッケ
竜田揚げ（キャベツ、舞
茸添え）・小菜サラダ

ご飯・味噌汁・鳥肉麻婆
白菜・里芋いんげんと天
カマの煮物・つぼ鯛焼

グループホームアウル １１月　献立表
アウルⅡ


