
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝
ご飯・味噌汁・焼魚・長
芋・切干大根・南瓜煮

ご飯･味噌汁・焼塩鯖・目
玉焼き・高野豆腐の含め
煮・オクラの松前漬和え・
バナナ

ご飯･味噌汁・ウインナー
とブロッコリー・豚肉とじゃ
が芋の煮物・かぶの漬
物・フルーチェ

昼
ご飯・ニラ玉スープ・ハン
バーグ・水菜サラダ・きの
こ炒め・紫蘇の実

ソバ飯・白菜とベーコンの
コンソメスープ・木耳サラ
ダ・パインとみかん

ご飯・牛乳スープ・ハン
バーグ・大根と白菜のサ
ラダ・柿

夕
サーモンの漬丼・味噌
汁・マカロニサラダ・ひじ
きの炒め煮・煮豆・

カツ丼・味噌汁・ほうれん
草の胡麻和え・漬物

ご飯・味噌汁・鶏のから
揚げ・春雨サラダ
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朝
ご飯・味噌汁・ハムのサ
ラダ・きのこ炒め・パイン
のヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・焼鮭・だし
巻き玉子・さつま芋サラ
ダ・梅干

ご飯・つみれ汁・厚揚げ
の煮物・胡瓜となめ茸と
竹輪の和え物・ベーコン
エッグ・漬物

ご飯・味噌汁・切干大根・
ふきとひじきの炒め煮・茄
子とえのきの味噌炒め

ご飯・味噌汁・茄子焼き・
納豆・大根サラダ・南瓜
煮

ご飯・味噌汁・きのこと
ベーコンのガーリックソ
テー・目抜き西京漬焼・ﾌﾞ
ﾛｯｺﾘｰと生ﾊﾑとﾄﾏﾄのサ
ラダ・長芋の紫蘇梅和え

ご飯・味噌汁・焼鮭・ミート
ボールとぶなシメジの炒
め物・煮豆・大根となると
の煮物

昼
三色おはぎ・そうめん汁・
漬物（セロリ・たくあん・大
根の酢漬け・茄子）

カレーライス・ニラ玉スー
プ・マカロニサラダ・大根
の甘酢漬け・みかん

海老と茄子の天ぷらうど
ん・南瓜の甘煮・鶏ササミ
と胡瓜とトマトのサラダ

親子丼・味噌汁・ラーメン
サラダ・茄子と小松菜の
味噌炒め・白桃パイン

鮭おにぎり・そば・トマト
サラダ・たくあん・マン
ゴーヨーグルト

塩ラーメン・鮭醤油おにぎ
り・たくあん・うま煮・水菜
サラダ

カレーうどん・鮭おにぎ
り・マカロニのたらこマヨ
ネーズ和え・バナナヨー
グルト

夕

海老炒飯・舞茸と青梗菜
のスープ・麻婆豆腐・胡
瓜とワカメと玉ねぎの酢
の物・みかん

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
小松菜のサラダ・胡瓜と
ワカメの酢の物・たくあん

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
鯖の味噌煮・たくあん

ご飯・シチュー・マカロニ
サラダ・えのきの玉子と
じ・バナナヨーグルト

炒飯・味噌汁・コロッケ
（かいわれ添）・煮しめ・
苺

ご飯・味噌汁・いんげん
の胡麻和え・鶏の照焼
き・揚げの豆腐詰めの
煮・茄子の浅漬け

豚肉丼・味噌汁・ほうれ
ん草とオホーツクの和え
物・ポテトサラダ・たくあん
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朝

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
おでん（大根・がんも・ハ
んぺん・魚河岸揚）・ほう
れん草のお浸し・スイート
ポテト

ご飯・きのこ汁・かすべの
煮付・スパゲティサラダ・
たくあん入り納豆

ご飯・味噌汁・塩紅鮭焼・
紫蘇の実漬・大根と天か
まの炒め煮・かぶと鶏ひ
き肉のそぼろ煮

ご飯・味噌汁・厚焼き玉
子・白菜の挽肉あん煮・
ひじきとフキの炒め物・焼
ほっけ

ご飯・味噌汁・生ハムサ
ラダ・エリンギ炒め・鱒
子・パイナップルヨーグル
ト

ご飯・味噌汁・大根と人参
と鶏肉の煮物・梅肉納
豆・胡瓜とワカメの酢の
物・スイートポテト風南瓜
の餡子のせ

ご飯・味噌汁・はんぺん
のチーズはさみ揚げ・切
干大根・たくあん・帆立と
ワカメの酢の物

昼

ご飯・シーフードシ
チュー・春雨のドレッシン
グ和え・鶏のから揚げ（水
菜・トマト添）・桃とみかん

キーマカレー・卵スープ・
南瓜煮・フルーツヨーグ
ルト

スパゲティミートソース・
ポトフ・ゆで卵サラダ・フ
ルーツヨーグルト

カレーライス・ニラ玉スー
プ・水菜サラダ・フルーツ
カクテル

キノコの炊き込みご飯・
ソーメン汁・もやしと胡瓜
と水菜の梅肉サラダ

ご飯・鮭シチュー・豚の生
姜焼き(トマトと青梗菜
添）・マカロニサラダ・たく
あん

豚丼・味噌汁・いんげん
の胡麻和え・つけもの

夕

あさりご飯・味噌汁・ホイ
コーロー・小町巻・ほうれ
ん草とハムのサラダ・み
かんヨーグルト

ご飯・すり身汁・手作り玉
子豆腐・ほうれん草の
ピーナッツ和え・子和え・
長芋の梅肉風

ご飯・味噌汁・鯖味噌煮・
千枚漬・里芋の煮っ転が
し・大根と人参とひじきの
煮物

牛丼・味噌汁・豆腐ス
テーキ・牛蒡サラダ

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
豚肉と牛蒡の煮物・ポテ
トサラダ・紫蘇の実漬け

サーモンの漬丼・味噌
汁・うま煮・オクラとかい
われ大根のなめ茸和え

ご飯・水餃子スープ・たら
のムニエル（椎茸とピー
マン添）・紅じゃこ・柿
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朝

ご飯・味噌汁・だし巻き玉
子・小松菜と揚げの煮浸
し・さつま芋の甘煮・焼豚
サラダ

ご飯・味噌汁・たらの粕漬
け焼・きんぴらごぼう・お
ふくろ煮・たくあん

ご飯・味噌汁・納豆・ほう
れん草炒め・生揚げ煮・
桃ヨーグルト

ご飯・味噌汁・ウインナー
入スクランブルエッグ・茄
子とピーマンの味噌炒
め・豆腐と竹輪とはんぺ
んの煮物

ご飯・味噌汁・厚揚げの
煮物・焼ほっけ・生オクラ
と茄子の和え物・みかん

ご飯・味噌汁・かぶのそ
ぼろ煮・煮卵・大根と水菜
の梅肉和え・フルーツ入
フルーチェ

ご飯・味噌汁・ウインナー
入スクランブルエッグ・焼
ほっけ・なま酢・白菜の梅
肉和え

昼
うどん・おにぎり・煮物・フ
ルーツヨーグルト・煮豆

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・なます・煮豆

カレーライス・ニラ玉スー
プ・キャベツと人参のサラ
ダ・みかんとピーチのフ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
焼・ほうれん草とツナと
コーンのソテー・桃のヨー
グルト

きのこと卵の炒飯・ポト
フ・白菜キムチとたくあ
ん・バナナ

ご飯・味噌汁・鶏のから
揚げ（粉ふき芋・みかん
添）・煮しめ・春雨と帆立
のサラダ

稲荷寿司・うどん汁・おく
らと白滝の和え物・胡麻
豆腐

夕
ケチャップライス・ポトフ・
ニラ玉風スクランブルエッ
グ・みかんとパイン

とろろ丼・味噌汁・鶏牛
蒡・芋の煮物・たくあん

ご飯・豚汁・焼ほっけ・長
芋の天ぷら・蕨と揚げの
煮物

ご飯・すり身汁・茄子とイ
ンゲンの豚肉巻き・キャ
ベツの梅肉和え・紫蘇の
実漬

ご飯・シチュー・コロッケ・
サラダうどん・煮豆

ご飯・味噌汁・八宝菜・天
かまと大根のだし煮・漬
物

ご飯・味噌汁・ふろふき大
根・サイコロステーキ(トマ
ト水菜添）・ひじきの炒め
煮
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朝

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・大
根おろし・大福豆・五目豆
腐の袋煮・シーフードと青
梗菜の中華あんかけ

ご飯・味噌汁・しめじ焼・
白菜煮・南瓜煮

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
かいわれ大根と帆立の
青紫蘇サラダ・納豆

ご飯・味噌汁・おでん・焼
塩鯖・白菜のお浸し・煮
豆

栗ご飯・味噌汁・大根と人
参と天かまの煮物・水菜
と胡瓜とトマトのシーチキ
ンサラダ・焼ほっけ

ご飯・味噌汁・ハム巻ポ
テトサラダ・たくあん入納
豆・天かまと大根の味噌
おでん

ご飯・味噌汁・焼鯖・ミート
ボールと青梗菜の炒め
物・ほうれん草の梅肉和
え・かぶと揚げの煮物

昼
醤油ラーメン・長芋の梅
肉和え・柿

天丼（海老・さつま芋・茄
子・大葉・かき揚げ）・味
噌汁・数の子・漬物

ヒレカツカレー・コンソメ
スープ・春雨サラダ・トロ
ピカルフルーツ

かしわそば・ささげとはん
ぺんのピーナッツ和え・
焼売・紅じゃこの佃煮・み
かん

ご飯・味噌汁・かすべの
煮物・長芋の梅肉和え・
カキ入ポテトサラダ

ご飯・鮭シチュー・ザンギ
（ブロッコリー添）・春雨サ
ラダ・トロピカルフルーツ

カレーライス・卵スープ・
マカロニサラダ・フルーツ
入りフルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・鶏牛蒡・南
瓜煮・焼ほっけ・たらこス
パゲティ

ご飯・味噌汁・鮭のガー
リック焼・竹の子の筑前
煮・水菜とツナのマカロニ
サラダ・たくあん

ご飯・味噌汁・大根と秋刀
魚の煮物・さつま芋の甘
煮・コロッケ・タラコ昆布・
たくあん

親子丼・味噌汁・長芋と
水菜とワカメの酢の物・
ジャーマンポテト

ご飯・味噌汁・白菜とすり
身のあんかけ・芋といん
げんの煮物・トマトサラ
ダ・フルーツ入フルーチェ

五目ご飯・味噌汁・鶏肉と
人参大根の煮物・ハムと
ソーセージﾞとピーマンの
ナムル・卵豆腐

ご飯・そば・刺身（海老・
まぐろ・サーモン・カレ
イ）・ほうれん草の胡麻和
え・南瓜グラダン

グループホームアウル １２月　献立表
アウルⅠ


