
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝
ご飯・味噌汁・鯖塩焼き・
肉団子の甘酢かけ・カニ
クリームコロッケ・煮豆

ご飯・味噌汁・かぶと鶏肉
の煮物・枝豆とひじきの
豆腐・ハンバーグ・ポテト
サラダ・玉子焼き

昼
お稲荷さん・鶏玉温冷や
麦・揚げ出し豆腐・茄子と
ピーマンの味噌炒め

味噌ラーメン・おにぎり・
肉じゃが・もやしのナムル

夕
ご飯・味噌汁・湯豆腐・鮭
のちゃんちゃん焼き・しめ
じ、もやし、挽肉炒め

三食丼・味噌汁・大根の
梅おかか和え・じゃが芋
のキッシュ
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朝

ご飯・味噌汁・大根の煮
物・玉葱入り玉子焼き・煮
豆・茄子とピーマンの炒
め物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
クリームコロッケ・ジャー
マンポテト・鮭マヨｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・ほうれん草のなめ茸
和え・もやしの辛味炒め・
スクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・大根の煮
物・マカロニサラダ・南瓜
煮・玉子焼き

ご飯・味噌汁・ほっけの煮
付け・ベーコンとほうれん
草のガーリック炒め・胡瓜
と玉葱の酢の物・プリン、
バナナ、みかん

おじや・味噌汁・かぶの煮
物・オムレツ・大根の漬物

ご飯・味噌汁・人参きんぴ
ら大学芋・煮豆・ウィン
ナー

昼 混ぜご飯・お雑煮・漬物
醤油ラーメン・おにぎり・
マカロニサラダ・柿

ご飯・スープ・鶏肉のケ
チャップ炒め・ふかし芋・
フルーツポンチ

親子丼・大根の和え物・
大学芋・味噌汁

中華丼・味噌汁・もやしと
ニラのナムル・鮭マヨｻﾗ
ﾀﾞ

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げトマトソース・つくね揚
げと野菜の煮物・ほうれ
ん草の胡麻和え・ポテトフ
ライ

ご飯・味噌汁・オム焼きそ
ば・エビチリ・蕗の五目煮

夕
ご飯・カレーうどん・生酢・
さつま芋の挽肉の煮物

ご飯・キムチ鍋・野沢菜漬
物・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・白菜と人参の白
和え・シュウマイ

ご飯・味噌汁・鶏の唐揚
げ・生酢・南瓜煮・煮豆

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ジャーマンポテ
ト・酢の物

キーマカレー・コーンスー
プ胡瓜のツナ和え・フ
ルーツポンチ

ご飯・石狩鍋・人参味噌
バター炒め・ほうれん草
みぞれ和え
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朝

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・さつま芋とベーコンの
オイマヨ炒め・大根、胡瓜
の梅和え

鮭としめじの炊き込みご
飯・味噌汁・チキンステー
キ・胡瓜、玉葱、カニカマ
の生酢・煮豆

ご飯・味噌汁・大根と天カ
マの煮物・ささみと胡瓜の
和え物・玉子焼き・三色豆

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・タケノコ、蕗の煮物・
ほうれん草の白和え・納
豆

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
ﾎﾟﾃﾄマヨｻﾗﾀﾞ・胡麻南瓜
コロッケ・鶏肉、キャベツ、
かぶの煮物

ご飯・味噌汁・茄子の煮
びたし・大根、蕗の煮物・
チーズ、ベーコン入りスク
ランブルエッグ・ミニポテト

ご飯・味噌汁・ポンマヨニ
ラ玉子焼き・蕗とタケノコ
の鯖味噌炒め・たくあん
のコールスローサラダ

昼
ご飯・スープ・煮込みハン
バーグ・ポテトサラダ・
キャベツと天カマ炒め・柿

ご飯・味噌汁・野菜巻きハ
ンバーグ・大根の梅和え・
フルーツポンチ

おはぎ・豚汁・めぬきの粕
焼き・生酢・白菜煮びたし

稲荷寿司・味噌汁・さつま
芋天ぷら・コロッケ・焼き
そば

野菜かき揚げ・玉子天
丼・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・胡瓜の酢の物・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・鶏むね肉
のおろしポン酢炒め・マカ
ロニサラダ・温泉卵納豆・
フルーチェ

ナポリタン・春雨スープ・
さつま芋ｻﾗﾀﾞ・フルーツゼ
リー和え

夕
親子丼・味噌汁・ベーコン
とほうれん草のバター醤
油炒め・生酢

三食丼・味噌汁・コロッ
ケ・茄子の炒め物

ご飯・味噌汁・すき焼き・
シーチキンサラダ・たくあ
ん

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
きんぴらごぼう・ほうれん
草のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・酢豚・マカ
ロニサラダ・餃子

ご飯・味噌汁・すき焼き風
煮込み・茄子の味噌炒
め・ほうれん草みぞれ和
え

ご飯・味噌汁・鶏肉のケ
チャップ炒め・鮭のフライ・
大根のｻﾗﾀﾞ
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朝
ご飯・味噌汁・大根と里芋
の煮物・玉子焼き・カニク
リームコロッケ・煮豆

ご飯・味噌汁・白身魚、コ
ロッケ・煮豆・ポテトサラ
ダ・キャベツと天カマの煮
物・ウィンナー入りスクラ
ンブルエッグ

ご飯・味噌汁・サバ味噌
煮・入り豆腐・茄子の揚げ
浸し

ご飯・キャベツのスープ・
天カマと人参の炒め物・
エビシュウマイ・挽肉入り
玉子焼き・ハンバーグ・梅
干し

おじや・味噌汁・里芋の煮
物・ブロッコリーとベーコ
ンの炒め物

ご飯・味噌汁・鯖のみぞ
れ煮・ハムエッグ・焼き
ウィンナー・煮豆

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮春雨サラダ・ハッシュド
ポテト・煮物・煮豆

昼
カレーライス・キャベツとト
マトのｻﾗﾀﾞ・ニラ玉・豆腐
とわかめの味噌汁

インスタント醤油ラーメン・
豚丼・フルーツポンチ

山そば・ほうれん草のな
め茸和え・マカロニサラ
ダ・エビピラフ

中華丼・味噌汁・大根、人
参、がんもの煮物・胡瓜と
ハムのｻﾗﾀﾞ・フルーツミッ
クス

ご飯・カレーうどん・大根
もち・キャベツｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・きのこと野
菜の卵とじ・ふかし芋ｻﾗ
ﾀﾞ・とろろ

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・茄子炒め・べったら漬
け

夕
ご飯・ネギ味噌鍋・ラーメ
ンサラダ・たくあん

ご飯・クリームシチュー・
ハムカツ・コールスロー・
ナポリタンスパ

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・キャベツの炒め物・ゼ
リー

三食丼・豚汁・長いもの梅
肉和え

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ほうれん草白和え・ﾎﾟ
ﾃﾄｻﾗﾀﾞ

ご飯・スープ・茄子の挽肉
炒め・ハム巻きﾎﾟﾃﾄ揚げ・
ゼリー

親子丼・とろろ汁・生酢・
サンマ蒲焼き
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朝
ご飯・味噌汁・納豆オムレ
ツ・鮭マヨｻﾗﾀﾞ・ほうれん
草とシメジのお浸し

ご飯・味噌汁・じゃが芋の
ガレット・長いもの梅肉和
え・大根の煮物・ニラの玉
子とじ

ご飯・味噌汁・鯖のみりん
漬け・蕗とタケノコの煮
物・オムレツ・ほうれん草
のお浸し

ご飯・味噌汁・カレーコ
ロッケ・里芋の煮物・チー
ズ入り玉子焼き・バナナ
入りフルーチェ

ご飯・味噌汁・サツマイモ
スティック・オムレツ・煮
物・ソーセジ・揚げじゃが

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
ほうれん草の和え物・大
根の煮物・大根の粕漬け

ご飯・味噌汁・大学芋・大
根の中華ｻﾗﾀﾞ・しらたき
の炒め物・コロッケ

昼

カツカレーライス・玉葱、
玉子スープ・豆腐なめ茸
和え・ほうれん草のカニカ
マ和え・フルーチェ

牛丼・味噌汁・ニラ、くら
げ、カニカマ和え・甘漬ト
マト・漬物

ご飯・味噌汁・回鍋肉・大
根サラダ・大学芋

ご飯・味噌汁・おろしハン
バーグ・南瓜の煮物・み
かん

三食丼・味噌汁・じゃが芋
の煮物・白菜のなめ茸和
え・フルーチェ

ご飯・味噌汁・生姜焼き
丼・スパゲッティｻﾗﾀﾞ・茶
碗蒸し

チラシ寿司・うどん汁・高
野豆腐煮・生酢・フルーツ
ポンチ

夕
ご飯・コーンクリームシ
チュー・ポテトサラダ・椎
茸のバターソテー・梨

混ぜご飯・醤油鍋・胡瓜
の漬物

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
ほうれん草、ハム、玉子
の炒め物・きんぴらごぼう

ご飯・スープ・ロールキャ
ベツ・白菜と胡瓜の和え
物・きのこと豆腐の炒め
物

ごぼうご飯・味噌汁・豚肉
の生姜焼き・胡瓜、大根
の酢の物

ご飯・味噌汁・野菜巻きハ
ンバーグ・胡瓜のごま油
和え・ミニお好み焼き

ご飯・味噌汁・チーズはん
ぺんフライ・きのこ、ベー
コン、野菜のケチャップ
煮・コールスロー

グループホームアウル 　１１月　献立表
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