
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 6 7

朝
ご飯・味噌汁・焼き魚・ニ
ラの玉子とじ・人参のバ
ター味噌炒め

炊き込みご飯・味噌汁・カ
ニクリームコロッケ・ほっ
けの酒蒸し・さつま芋の
バター焼き

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・野菜炒め・大根サラ
ダ・春巻き・エビシュウマ
イ

ご飯・味噌汁・煮物・
ジャーマンポテト・山芋の
梅肉和えホットケーキ・煮
リンゴ

ご飯・味噌汁・オムレツ・
鯖の味噌煮・大根煮・ソー
セージケチャップ炒め・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・鶏じゃが・
ほっけ焼き魚・白菜のお
浸し

ご飯・煮物・味噌汁・イン
ゲンの胡麻和え・一口ハ
ンバーグ・玉子とじ

昼
かしわそば・稲荷寿司・豆
腐ステーキ煮・フルーツ

ご飯・オムそば・豚汁・胡
瓜の酢の物・柿

炊き込みご飯・石狩鍋・ポ
ンマヨ納豆玉子焼き・ほう
れん草のみぞれ和え

ご飯・味噌汁・八宝菜・南
瓜の煮物・大根サラダ・ポ
テトフライ

豚丼・味噌汁・野菜サラ
ダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・酢豚・かぶ
の浅漬け・がんもと高野
豆腐の煮物

稲荷(うなぎ、錦糸卵)・温
そうめん・ポテトフライ

夕
豚丼・味噌汁・南瓜のそ
ぼろ煮・生酢

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・蕗の炒め煮・ほうれん
草と白菜のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・鶏肉のケ
チャップ炒め・豆腐のネギ
たれ和え・みかん缶・パイ
ン缶

鶏天丼・トマトの卵とじ・味
噌汁・ゼリー

ご飯・納豆汁・海老カツと
じ大学芋・生酢

ご飯・味噌汁・つくね・鯖
の味噌煮・ふかし芋ｻﾗ
ﾀﾞ・フルーチェ

混ぜご飯・おでん・豚肉の
生姜焼き・茶碗蒸し・大根
べったら漬け
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朝

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・ほうれん草のなめ茸
和え・茄子と天カマの煮
物

ご飯・味噌汁・グラタンコ
ロッケ・肉じゃが・レタス、
ハムのマリネ・たくあん

ご飯・味噌汁・煮物・煮
豆・はんぺんカツ・茄子と
ピーマンの炒め物

ご飯・味噌汁・鯖味噌・ポ
ンマヨニラ納豆・白菜のお
浸し

炊き込みご飯・味噌汁・茄
子の煮物・ウィンナーケ
チャップ炒め・白身魚フラ
イ目玉焼き

ごぼうご飯・餃子スープ・
オムレツ・かぶの煮物・鯖
焼き魚

ご飯・味噌汁・フライドポ
テト胡瓜と豆腐のｻﾗﾀﾞ・
里芋と人参の煮物・煮豆

昼

ご飯・味噌汁・デミグラス
ソースハンバーグ・茄子と
ピーマンの中華炒め・白
菜のお浸し

おはぎ・豚汁・ポパイサラ
ダ山芋千切り・もやし、ク
ラゲ和え・みかん

稲荷寿司・おろしなめこそ
ば・マカロニサラダ・長い
もの梅肉和え

焼きそば・味噌汁・ほうれ
ん草とベーコンの塩コショ
ウ炒め・鯖の塩焼き・トマ
ト、柿

ミートスパゲティ・卵スー
プ・胡瓜とトマトのｻﾗﾀﾞ・
ポテトフライ

おにぎり・うどん汁・天カ
マとキャベツの煮物・鮭焼
き魚・ゼリー

ご飯・スープ・チーズinコ
ロッケ・野菜炒め・ブルー
ベリーホイップのせ

夕
親子丼・なめこ汁・生酢・
じゃが芋、ベーコン・ほう
れん草のバター炒め

ご飯・味噌汁・むね肉の
おろしポン酢炒め・インゲ
ンの胡麻和え・南瓜のコ
ロッケ・果物のゼリー和え

ご飯・シチュー・コロッケ・
ｻﾗﾀﾞ

チキンカレーライス・スー
プ餃子・トマト、胡瓜の和
ｻﾗﾀﾞフルーチェ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
たくあん・ホワイトアスパ
ラ・蕗・フルーツゼリー和
え

ご飯・味噌汁・鶏肉のケ
チャップ炒め・鯖の味噌
煮こふきいも・柿、フルー
ツ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ポテトサラダ・フルー
ツ
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朝

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・焼きウィンナーオムレ
ツ・オムレツ・キャベツの
胡麻和え

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・中華サラダ・大根の
煮物・エビシュウマイ

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
付け・ウィンナーとピーマ
ンのケチャップ炒め・ワカ
メと天ンカマの炒め物・焼
き鯖・カルビーポテト

ご飯・味噌汁・ほっけステ
ｲック焼き・大根の煮物・
ニラの和え物・目玉焼き

ご飯・味噌汁・鮭のちゃん
ちゃん焼き・ハムカツ・ポ
テトサラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・茄子、ピー
マンの挽肉炒め・胡瓜の
和え物・きのこの卵とじ・
鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・あじ焼き
魚・キャベツと天カマ煮
物・ほうれん草の炒め物・
大根のべったら漬け

昼

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
白菜と三つ葉のお浸し・
茄子炒め・アメリカンドッ
グ

ご飯・味噌汁・デミグラス
ソースハンバーグ・ポパイ
サラダ・豆腐トビッコ和え

牛丼・うどん汁・おしるこ

かき揚げ丼・味噌汁・ほっ
け焼き・ホワイトアスパラ・
ソーセージ、ピーマン炒
め

カレーライス・味噌汁・大
根、胡瓜ｻﾗﾀﾞ・餃子スー
プ

カツ丼・味噌汁・ソーセー
ジとピーマンの炒め物・ミ
ニオムレツ・洋ナシとみか
ん

ご飯・味噌汁・唐揚げ・大
根の和え物・キャベツの
炒め物・フルーツポンチ

夕

きのこクリームスパゲ
ティ・胡瓜とハムのツナマ
ヨｻﾗﾀﾞチキンナゲット・パ
イン、みかん缶

ご飯・クリームシチュー・
大根とトマトの和ｻﾗﾀﾞ・ニ
ラ玉と挽肉炒め・ゼリー

混ぜご飯・餃子スープ・豚
肉とキャベツの香味炒
め・フルーツポンチ

他人丼・味噌汁・ほうれん
草なめ茸和え・南瓜ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・挽肉茄子
ロール・きんぴら風野菜
炒め・南瓜の煮物・胡瓜と
ハムのマヨ和え

チラシ寿司・味噌汁・おで
ん酢豚

ご飯・味噌汁・グラタンコ
ロッケ・ほうれん草の白和
え生酢
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朝
ご飯・味噌汁・赤魚の味
噌煮・玉子焼き・豆腐ハン
バーグ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
ニラの卵とじ・白菜のなめ
茸和え

ご飯・味噌汁・大根の煮
物南瓜の煮付け・甘酢豆
腐ハンバーグ・スクランブ
ルエッグ

ご飯・味噌汁・煮物・たら
こ・胡瓜とじゃが芋のｻﾗ
ﾀﾞ・鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚ささぎと天カマの煮物・
ポテトサラダ・スクランブ
ルエッグ

ご飯・味噌汁・カレーポテ
トフライ・南瓜の煮付け・
ウィンナーケチャップ炒
め・コーンコロッケ

ご飯・味噌汁・人参きんぴ
らきのこの卵とじ・フライド
ポテト・リンゴ煮

昼

キーマカレー・玉子スー
プ・野菜サラダ・南瓜のお
しるこみかん、パイナップ
ル

チラシ寿司・白和え・うど
ん汁・胡瓜の酢の物・りん
ごの甘煮

カレーライス・鶏のから揚
げクリスマスの蒲鉾・ヨー
グルト

たらこスパゲッティ・シ
チュー・胡瓜とカニカマの
和え物・ポテトサラダハム
巻きブルーベリーフルー
チェ

おはぎ・豚汁・茄子、ピー
マンの煮びたし・ザンギ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・芋ｻﾗﾀﾞ・リンゴ煮

キーマカレー・玉子スー
プ・ほうれん草ツナの和え
物・柿

夕
親子丼・温ひやむぎ・ひじ
きの煮物・マカロニサラ
ダ・りんご

豚ニラの甘辛チーズ煮・
マカロニサラダ・ご飯・中
華スープ・カレーコロッケ

オムライス・ワカメスープ・
長いもの梅ポン和え・バ
ナナとフルーチェ

ご飯・塩鍋・たくあん

ご飯・中華スープ・大根和
サラダ・チキントマトカ
レー煮込み・プリンアラ
モード

二色丼・味噌汁・ささぎと
人参の炒め物・煮魚・りん
ご

ご飯・味噌汁・鮭のチーズ
ちゃんちゃん焼き・生酢・
胡瓜とカニカマの梅和え

29 30 31

朝

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・鶏肉のトマト煮・ソー
セージ、白菜、玉子の炒
め物・たくあん

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
シュウマイ・たらこ・野菜
の味噌炒め・大根のかつ
お漬け

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・コロッケ・豚肉の
生姜焼き・さつま芋煮

昼

野菜醤油ラーメン・お稲
荷さんチキンチーズカツ・
もやしとピーマンのソ
テー・柿

海老丼・味噌汁・大学芋・
ほうれん草のナムル・リン
ゴの甘煮

ミートスパゲッティ・玉子
スープ・大根、人参の煮
物・芋ｻﾗﾀﾞ

夕
ネギトロ丼・味噌汁・煮
物・コロッケ・大根サラダ・
リンゴ

うな丼・味噌汁・筑前煮・
いちご

ご飯・刺身・年越しそば・
茶碗蒸し・うま煮・グラン
ロールケーキ

グループホームアウル 　１２月　献立表
アウルⅠ


