
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
ごはん　味噌汁　ﾁﾝｼﾞｬｵ
ﾛｰｽー　煮物　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　鶏団子ｽｰﾌﾟ　竹
の子の煮物　ｷｬﾍﾞﾂとﾂﾅ
のｻﾗﾀﾞ　ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ

ごはん　味噌汁　佃煮　焼
ﾎｯｹ　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　肉団子
の野菜炒め　南瓜ｻﾗﾀﾞ
水菜おひたし

ごはん　味噌汁　焼鯖　あ
んかけｼｭｳﾏｲ　ほうれん
草の胡麻和え

昼
いなり寿司　ﾈｷﾞﾄﾛ巻　お
吸い物　南瓜ｻﾗﾀﾞｻﾗﾐﾄﾏﾄ
添え　手羽元ﾚﾓﾝ風味

ごはん　味噌汁　豚の角
煮　ﾚﾀｽの梅味ｻﾗﾀﾞ　いな
りそば

ごはん　味噌汁　こんにゃ
く天ぷら炒め　ﾈｷﾞ肉炒め
ﾎﾟﾃﾄりんごｻﾗﾀﾞ

ごはん　そば　里芋の煮
物　水菜のｻﾗﾀﾞ　ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟ
ﾙ

ﾊﾔｼﾗｲｽ　味噌汁　ｽﾊﾟｹﾞ
ﾃｨｻﾗﾀﾞ　柿

夕
とり飯　味噌汁　鯖の味噌
煮　煮物　人参のﾅﾑﾙ

ごはん　味噌汁　麻婆春
雨　ひじきの煮物　焼肉野
菜入り　　漬物

ごはん　味噌汁　ﾎｯｹのす
りみﾊﾞｰｸ大根おろし添え
昆布巻き　鶏肉と魚介の
炒め物　ｴﾋﾞﾁﾘ　なすの漬
物

ごはん　ｼﾁｭｰ　豆腐梅ｻﾗ
ﾀﾞ

ごはん　味噌汁　秋刀魚
の水煮　ﾎﾟﾃﾄﾁｰｽﾞﾁｰｽの
せ　とろろいも　ﾆﾗの玉子
とじ

6 7 8 9 10 11 12

朝
ごはん　味噌汁　目玉焼き
秋刀魚の蒲焼　豆腐ｺｰﾙ
ｽﾛｰｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　回鍋肉
高野豆腐の玉子とじ　焼
鮭

ごはん　味噌汁　麻婆茄
子　ﾚﾀｽｺｰﾝのｻﾗﾀﾞ　豆腐
のおかか和え

ごはん　ほっけのつみれ
汁　ｼｭｳﾏｲの中華あんか
け　長芋のたらこ和え　ﾌ
ﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ

ごはん　味噌汁　おいらん
の煮つけ　茄子と椎茸の
ﾐｰﾄｿｰｽ炒め　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　長いもと
豚肉のｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め
さつまいものﾊﾞﾀｰ醤油
ほうれん草とﾂﾅの玉子と
じ

ごはん　味噌汁　焼鮭　し
しゃもﾌﾗｲ　おから　りんご

昼
ｶﾚｰﾗｲｽ　味噌汁　なます
ﾏﾛﾝ入りﾌﾟﾘﾝ

うどん　ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ　焼豚
ﾋﾟﾗﾌ　若芽玉子ｽｰﾌﾟ　肉
団子の甘酢あんかけ　ﾏｶ
ﾛﾆｻﾗﾀﾞ

ごはん　お吸い物　ｸﾞﾗﾀﾝ
かに玉　春雨

ごはん　味噌汁　ﾒﾝﾁｶﾂ
ｻﾗﾀﾞ　ほうれん草のお浸し
きゅうりの漬物

ごはん　お吸い物　焼豚と
もやしの中華炒め　長いも
ｻﾗﾀﾞ　ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ

うどん　里芋とﾏｸﾞﾛの煮物
ﾌﾙｰﾂ

夕
ごはん　味噌汁　すきやき
切干大根の煮物　ﾌﾙｰﾂ
ﾖｰｸﾞﾙﾄ和え

ごはん　餃子ｽｰﾌﾟ　豚肉と
ｷｬﾍﾞﾂの玉子とじ　ふきの
油炒め　長芋の梅和え

ごはん　味噌汁　ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ
ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ　魚介の中華炒め
きゅうりの漬物

ｶﾚｰﾗｲｽ　ｽｰﾌﾟ　ｻﾗﾀﾞ
ごはん　味噌汁　肉じゃが
揚げ出し豆腐　ｽﾊﾟｻﾗﾀﾞ
柿

ごはん　味噌汁　ﾁｰｽﾞｶﾂ
おでん　水菜ｻﾗﾀﾞ　ﾊﾟｲﾝ

ごはん　味噌汁　生ﾎｯｹの
ﾌﾗｲｷｬﾍﾞﾂﾅﾎﾟﾘﾀﾝ付け合
せ　長いもとｶﾆｶﾏのﾎﾟﾝ酢
和え　煮豆

13 14 15 16 17 18 19

朝
ごはん　味噌汁　かに玉
煮物　とろろいも

ごはん　味噌汁　豆腐の
おかか和え　ﾛｰｽﾄﾁｷﾝ
ほうれん草のおひたし

ごはん　味噌汁　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ
春雨ｻﾗﾀﾞ　ふきとわらびの
煮物

ﾊﾆｰﾄｰｽﾄ　ﾎﾟﾄﾌ　ﾍﾞｰｺﾝｴｯ
ｸﾞ　ほうれん草とｼｰﾁｷﾝ和
え　ﾛｰｽﾄﾁｷﾝ

ごはん　味噌汁　ｳｨﾝﾅｰ
秋刀魚　人参のｻﾗﾀﾞ

ごはん　玉子ｽｰﾌﾟ　茄子と
ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙのｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
長いもの梅和え

ごはん　味噌汁　目玉焼き
秋刀魚の蒲焼　ﾋﾟｰﾏﾝと
ｿｰｾｰｼﾞのﾁｰｽﾞ炒め

昼
ごはん　味噌汁　ｼﾞﾝｷﾞｽｶ
ﾝ　ｷｬﾍﾞﾂの炒め物　りん
ご

ごはん　つみれ汁　豆腐ﾊ
ﾝﾊﾞｰｸﾞﾅﾎﾟﾘﾀﾝﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ付
けあわせ　厚焼き玉子
きゅうりの漬物

焼うどん　豆腐玉子ｽｰﾌﾟ
玉ねぎのﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽー
ﾎﾟﾃﾄﾍﾞｰｺﾝ

ごはん　ｼﾁｭｰ　ｽｰﾌﾟ　長
いもｻﾗﾀﾞ

うどん　さつまいもの塩煮
ｾﾞﾘｰ　ﾌﾟﾘﾝ

鶏そぼろ丼　味噌汁　ほう
れん草と人参の白和え
ﾖｰｸﾞﾙﾄ　りんご

ｶﾚｰﾗｲｽ　ｽｰﾌﾟ　ｻﾗﾀﾞ　り
んごﾖｰｸﾞﾙﾄ

　
二色丼　味噌汁　焼ﾎｯｹ
茄子の味噌炒め　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　八宝菜
焼ﾎｯｹおろし付　切干大根

ごはん　味噌汁　ﾛｰﾙｷｬ
ﾍﾞﾂ　ぜんまいと人参のﾅﾑ
ﾙ　りんご

ごはん　味噌汁　さつまい
ものｺﾛｯｹ生ｷｬﾍﾞﾂみかん
添え　春雨のﾏﾖﾈｰｽﾞ和え

ごはん　味噌汁　肉じゃが
天ぷら（さつまいも　なす
び　玉ねぎ）　漬物

ごはん　味噌汁　豚と野菜
の炒め物　ｱｽﾊﾟﾗ　漬物

ごはん　味噌汁　焼ﾎｯｹ
揚げ出し豆腐　りんご

20 21 22 23 24 25 26

朝
ごはん　味噌汁　卵焼き
茄子の味噌炒め　人参と
ねぎのﾅﾑﾙ

ごはん　玉子ｽｰﾌﾟ　鶏肉と
竹の子の中華炒め　きゅ
うりの梅和え　豆腐の佃煮
和え

ごはん　味噌汁　鱈の西
京焼　麻婆もやし　つきこ
んにゃくと油揚げの炒め
物

ごはん　味噌汁　鮭　野菜
のあんかけ　ふきと天ｶﾏ
の煮物

ﾊﾟﾝ　豆腐ｽｰﾌﾟ　天ｶﾏ　目
玉焼き　もやしｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　卵焼き
焼鮭　ほうれん草とﾍﾞｰｺﾝ
のﾊﾞﾀｰ炒め

ごはん　味噌汁　ほうれん
草と人参の玉子とじ　わか
めの酢の物　煮豆

昼
焼うどん　ｽｰﾌﾟ　たこ焼き
ほうれん草とﾍﾞｰｺﾝ炒め

ｶﾚｰﾗｲｽ　ｷｬﾍﾞﾂのｽｰﾌﾟ
豆腐の和え物

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ　豆腐ｽｰﾌﾟ　ｱｽﾊﾟ
ﾗ

かきあげうどん　かぼちゃ
ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ

ごはん　味噌汁　鶏肉と
ｷｬﾍﾞﾂの炒め物　切干大
根と大根の酢の物　白菜
のおひたし　べったら漬け

ごはん　味噌汁　豆腐ｻﾗ
ﾀﾞ　そうめんｻﾗﾀﾞ　わらび
の煮物

温そうめん　いなり寿司
春菊とｶﾆｶﾏのｻﾗﾀﾞ

夕

ごはん　味噌汁　ﾋﾟｰﾏﾝ、
ねぎと肉の生姜炒め　ほう
れん草とたくわんの炒め
物

ごはん　味噌汁　焼鮭　鶏
肉の照り焼き　ﾐﾓｻﾞｻﾗﾀﾞ
長いもときゅうりの酢の物

ごはん　小豆南瓜煮　ほう
れん草ともやしのﾅﾑﾙ　ふ
きと揚げと天ｶﾏの煮物

ごはん　すいとん汁　五目
焼ﾋﾞｰﾌﾝ　ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ　ﾊﾑ
ｿｰｾｰｼﾞの玉子炒め

ごはん　にらｽｰﾌﾟ　から揚
げ野菜ｹﾁｬｯﾌﾟ炒め　ｲﾓｻ
ﾗﾀﾞ　酢の物

海苔巻き　つみれ汁　いな
り寿司　たこ焼き　ﾊﾞﾅﾅﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ和え

ごはん　味噌汁　八宝菜
春雨ｻﾗﾀﾞ　ｷｬﾍﾞﾂの塩漬
け

27 28 29 30 31

朝
ごはん　味噌汁　焼鯖おろ
し添え　麻婆もやし　ふき
と大根の煮物

ごはん　味噌汁　目玉焼き
餃子と野菜のあんかけ　さ
といもの煮物

ごはん　ﾆﾗ玉ｽｰﾌﾟ　大根
とひき肉のあんかけ　豆
腐の昆布和え　きゅうりと
ｺｰﾝのｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　長ﾈｷﾞの
玉子とじ　鮭　大根ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ﾍﾞｰｺﾝ入
り卵焼き　赤魚西京漬　ほ
うれん草のｺﾞﾏｻﾗﾀﾞ

昼
親子どんぶり　味噌汁　わ
かめ、きゅうりの酢味噌
ﾊﾞﾅﾅ　いちご

ごはん　うどん　春菊の和
え物　煮豆

ごはん　味噌汁　ﾏｸﾞﾛと大
根の煮物　茄子とﾌﾞﾅﾋﾟｰ
の味噌炒め　春雨ｻﾗﾀﾞ

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾅﾎﾟﾘﾀﾝ　ｺｰﾝｽｰﾌﾟ
ｳｨﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ炒め　ﾄﾏﾄ

ごはん　ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ　豚肉
と白菜の中華炒め　人参
のきんぴら　豆腐ｻﾗﾀﾞ

夕

ごはん　味噌汁　肉じゃが
しゅうまいのあんかけ
きゅうりのｻﾗﾀﾞ　もやしのｻ
ﾗﾀﾞ

ﾁｷﾝｶﾚｰ　水菜とｷｭｳﾘとﾄ
ﾏﾄのｻﾗﾀﾞ　ほうれん草と
ｺｰﾝのﾊﾞﾀｰ炒め　苺

ごはん　味噌汁　ｶﾚｲのﾌﾗ
ｲほうれん草の胡麻和え
ﾄﾏﾄ

すきやき丼　三平汁　ｻﾗﾀﾞ 寿司　そば

グループホームアウル　12月　山ユニット　献立表


