
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・ハムエッ
グ・南瓜煮・ミートボール・
キャベツサラダ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ポパイサラダ・

ご飯・味噌汁・ベーコン入
りスクランブルエッグ・納
豆・うま味昆布・キャベ
ツ、胡瓜サラダ

昼
きのこそば・胡瓜の漬物・
煮豆

ご飯・味噌汁・マカロニサ
ラダ・鶏肉と白菜の塩炒
め・里芋の煮物

ミートスパゲッテイ・おに
ぎり・茄子の味噌煮・もや
しと胡瓜のサラダ

夕
ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・八宝菜・ほうれん草の
胡麻和え

ご飯・味噌汁・豚肉と野菜
炒め・里芋、天カマ煮・ほ
うれん草のなめ茸和え・
パイン

ご飯・味噌汁・コロッケ・白
菜のお浸し・大根、天カマ
の煮物・みかん

4 5 6 7 8 9 10

朝

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ピーマン、ハムの炒め物・
ミートボール・ツナとキャ
ベツサラダ・カニカマ・ふ
きと揚げの煮物

おじや・味噌汁・目玉焼
き・子和え・煮豆

ご飯・味噌汁・塩サバ焼
き・たくあん・ポーチドエッ
グ・茄子、ピーマン、ベー
コンの炒め物

ご飯・味噌汁・だし巻き
卵・肉団子・小松菜の
ベーコン炒め・鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・天カマ、ふき炒
め・ツナサラダ・納豆

おじや・味噌汁・炒め納
豆・水菜のサラダ

ご飯・味噌汁・大根、人
参、天カマ煮・スクランブ
ルエッグ・ピーマン、ソー
セジ炒め・カニクリームコ
ロッケ

昼
チラシ寿司・お吸い物・大
根と鶏肉の煮物・柿

ご飯・味噌汁・さつま芋の
天ぷら・おから・胡瓜と
ソーセージの和え物

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
ごぼうのサラダ・長いもと
鰹節の和え物・みかん

ご飯・味噌汁・唐揚げ・胡
瓜とハムのサラダ・厚揚
げとウィンナーの煮物

カレーライス・玉子スー
プ・マカロニサラダ・南瓜
の煮物

ご飯・水団・白菜と肉団子
の中華炒め・胡瓜と春雨
のサラダ・りんご

炒飯・焼きそば・蕗の煮
物・胡瓜のサラダ

夕
ご飯・ちゃんこ鍋・長いも
の千切り・白桃

ご飯・味噌汁・肉豆腐・き
んぴらごぼう・南瓜煮・ほ
うれん草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・カスベの煮付け

ご飯・味噌汁・ピタカ・茄
子とピーマンの味噌炒
め・冷奴・たくあん・レタス
のサラダ

ご飯・味噌汁・鯖塩焼き・
麻婆豆腐・春菊玉子とじ

具だくさんうどん・おにぎ
り・たくあん・胡瓜とちくわ
の梅和え・八朔

うな丼・味噌汁・キャベツ
としめじの和え物・さつま
芋の甘煮

11 12 13 14 15 16 17

朝

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・鮭焼き魚・目玉焼き・
ウィンナー・水菜とハムの
サラダ

ご飯・味噌汁・肉団子の
甘酢かけ・白菜のサラダ・
大根の煮物

ご飯・味噌汁・だし巻き
卵・ポパイサラダ・めぬき
西京漬け煮豆

ご飯・味噌汁・納豆・ベー
コン入りスクランブルエッ
グ・天カマ生揚げ煮

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・茄子、しめじ、
ベーコンのケチャップ炒
め・大根と胡瓜のサラダ

ご飯・味噌汁・ウィン
ナー・ゆでたまご・ホッケ
焼魚・キャベツ、カニカマ
のサラダ・大根、人参、シ
イタケの煮物・ベーコン、
しめじ炒め

ご飯・味噌汁・ウィン
ナー・茹で卵・子持ち昆
布・キャベツの温サラダ・
大根、ちくわ煮

昼
炒飯・シチュー・ほうれん
草、玉子スープ・マカロニ
サラダ・桃

そば・稲荷寿司・芋サラ
ダ・キャベツの玉子とじ

塩ラーメン・おにぎり・大
根、人参、鶏肉の煮物・も
やし、ピーマン、ハムのナ
ムル・八朔

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・スパゲッティサラダ・
南瓜の煮物

カレーライス・ニラのスー
プ・大根と高野豆腐の煮
物・三つ葉のサラダ

温そば・茄子炒め・白桃
ご飯・味噌汁・生姜焼き・
メンチカツ・マカロニサラ
ダ

夕
漬け丼・味噌汁・南瓜の
煮物茄子の味噌炒め・酒
粕大根漬け

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ほうれん草の胡麻和
え・芋と天カマ煮

ご飯・味噌汁・唐揚げ・ポ
テトサラダ・インゲンの胡
麻和え

ご飯・味噌汁・大根、豚肉
の煮物・ジャｰﾏﾝポテト・
エノキの玉子とじ

天丼・味噌汁・里芋、人参
の煮物・ほうれん草のお
浸し

ご飯・味噌汁・鶏照り焼
き・漬物・厚揚げ、ふき
煮・さつま芋の甘煮

親子丼・味噌汁・白菜の
梅和え・大根の煮物

18 19 20 21 22 23 24

朝

ご飯・味噌汁・ホッケのみ
りん漬け・ほうれん草と
ウィンナー炒め・マカロニ
サラダ

混ぜご飯・味噌汁・目玉
焼き・ハムポテトサラダ・
南瓜煮ウィンナー・えび
シュウマイ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ポパイサラダ・鯖の塩焼
き・昆布佃煮

ご飯・味噌汁・茹で卵・漬
物・わさび菜の胡麻和え・
油揚げ大根煮・豚肉とほ
うれん草の炒め物

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・ベーコン入りスクラン
ブルエッグ・大根と天カマ
煮・キャベツ、胡瓜、カニ
カマサラダ

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・ウィンナー・ユリ根入
りうま煮ポテトサラダ・だし
巻き卵

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
大根とがんもの煮物・
コールスローサラダ

昼

おにぎり・スープ・スパ
ゲッティ・キャベツと胡瓜
のサラダ・切り干し大根の
煮物

ご飯・味噌汁・大根と豚肉
の煮物・ポテトサラダ・八
朔

豚丼・味噌汁・もやしと胡
瓜の梅和え・大根と厚揚
げの」煮物・煮豆・たくあ
ん

オムライス・南瓜入りお汁
粉大根、人参の煮物・胡
瓜、カニカマのなめ茸和
え

おにぎり・味噌ラーメン・
マカロニサラダ・ほうれん
草のお浸し

カレーライス・スープ・もや
しと白菜の和え物・桃

焼うどん・炒飯・白菜の白
和え・シュウマイ・焼きな
す

夕
中華丼・スープ・白桃・
芋、しらたき、天カマの煮
物

ご飯・味噌汁・豚肉の味
噌漬け・ニラの玉子とじ・
子和え

塩ラーメン・南瓜煮・みか
ん・白菜のお浸し

ご飯・味噌汁・ほうれん草
のお浸し・酢豚・ホッケ焼
魚・

ご飯・豚汁・南瓜煮・茄
子、ピーマンの煮浸し・宗
八焼き魚

ご飯・味噌汁・すき焼き・
たくあん・フルーツゼリー
和え

ご飯・味噌汁・鶏肉、大
根、シイタケの煮物・煮
豆・オムレツ・ほうれん草
のお浸し

25 26 27 28 29 30 31

朝

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
紫蘇味噌・白菜のカツオ
和え・ポテトサラダ・南瓜
煮・カニカマ

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・茄子ピリ辛炒
め・サンマ焼魚・ソーセー
ジ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
水菜とハムのサラダ・豚
肉、人参、じゃが芋の煮
物・みかんカニカマ・コ
ロッケ

ご飯・味噌汁・筋子・玉子
焼き・キャベツ、胡瓜、ハ
ム・煮豆・メンチボール・き
のこ炒め

ご飯・牛乳スープ・スクラ
ンブルエッグ・シュウマイ・
ほうれん草の胡麻和え・
ジャーマンポテト

ご飯・味噌汁・焼き魚・ス
クランブルエッグ・南瓜
煮・大根、シーチキンサラ
ダ

ご飯・味噌汁・牛乳・マカ
ロニサラダ・目玉焼き・さ
んま缶・漬物・野菜炒め・
さつま芋の煮物・みかん
缶

昼
味噌ラーメン・炒飯・もや
し、油揚げ、胡瓜の中華
風酢の物・八朔

そば・おじや・大根サラ
ダ・洋ナシ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
鶏肉バジル焼き・もやし
サラダ

肉うどん・おにぎり・ポテト
サラダ・大根のそぼろあ
んかけ

中華丼・味噌汁・芋、ユリ
根煮・佃煮・煮豆・玉子豆
腐もみじおろしあえ

味噌ラーメン・おにぎり・コ
ロッケ

ハヤシライス・味噌汁・
ジャーマンポテト・ひじき
の煮物

夕

カレーライス・卵スープ・
ポテトサラダ・南瓜の甘
煮・漬物・芋の鶏そぼろ和
え

ご飯・味噌汁・唐揚げ・大
根、人参、厚揚げの煮
物・小松菜とツナの和え
物

ご飯・味噌汁・えび、ピー
マンの天ぷら・豆腐あん
かけ・ゆで卵、人参、ほう
れん草サラダ

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・小松菜、油揚げの
煮浸し・もやしとちくわの
梅和え

ご飯・味噌汁・コロッケ・胡
瓜とハムのサラダ・大根と
鶏肉の煮物

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・ハンバーグ・煮豆・胡
瓜、カニカマ

グループホームアウル 　１２月　献立表
アウルⅠ


