
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
ご飯・すり身汁・チーズ肉
巻き・焼き魚・ハム巻き

ご飯・味噌汁・じゃが芋と
玉ねぎの豚ひき肉あんか
け・きんぴらごぼう・白菜
のお浸し

ご飯・味噌汁・赤魚みぞ
れ煮・かぶとフキの煮物・
いんげんんの胡麻和え

ご飯・イワシのつみれ汁・
サバの味噌煮・里芋の煮
物・海老カツ・サツマイモ
の煮物

ご飯・味噌汁・焼き魚・煮
物・揚げのバターソテー・
シソ巻き・

昼
焼うどん・ポテトサラダ・
玉子野菜スープ

ホタテカレーライス・マカ
ロニサラダ・りんご

ご飯・味噌汁・デミソース
煮込みハンバーグ・ブロッ
コリーとシュウマイのあん
かけ煮・麻婆茄子

ご飯・味噌汁・すき焼き
煮・コロッケ・南瓜の煮
物・さつまいもサラダ

ご飯・シチュー・ハンバー
グ・牛乳寒天

夕
うな丼・味噌汁・大根の煮
物胡瓜とくらげの中華サ
ラダ

鮭わかめご飯・餃子鍋・
おから・大根の粕漬け

ご飯・シチュー・ニラの玉
子とじ・柿・大根サラダ

ご飯・味噌汁・肉豆腐・ブ
ロッコリーサラダ・じゃが
芋のそぼろあん

ご飯・味噌汁・茄子と長ネ
ギの豚ひき肉あんかけ・
ほうれん草と玉子のバ
ターポン酢炒め・長芋の
梅和え

6 7 8 9 10 11 12

朝
ご飯・味噌汁・サツマイモ
と玉ねぎの煮物・オムレ
ツ・茶碗蒸し

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・大根の煮物・だし巻き
卵・納豆

エビピラフ・ミニハンバー
グ・入り豆腐・切り干し大
根・漬物

ご飯・味噌汁・大根とがん
もの煮物・豆腐ハンバー
グ・長芋と納豆の和え物

ご飯・味噌汁・煮物・玉子
焼き・焼き魚・サラダ

フレンチトースト・中華
スープ肉団子黒酢入り・
エビフライおから・特製
シュウマイ

ご飯・味噌汁・赤魚のみ
ぞれ煮・かぶのそぼろあ
んかけ・大根とカニカマの
中華サラダ

昼
五目ちらし・ほうれん草の
お浸し・天ぷら・お吸い物

ご飯・味噌汁・和風煮込
みハンバーグ・オムそば・
フルーチェ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・酢豚・中華サラダ・
ジャーマンポテト

五目うどん・南瓜あんか
け・りんご

ラーメン/麺道楽ラーメン

豚丼・味噌汁・もやしと
キャベツの卵とじ・ホッケ
フライ・カニカマとひじきの
和え物

エビピラフ・卵スープ・南
瓜コロッケ・フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・焼きそば・
牛乳寒天

生チラシ・お吸い物・ポテ
トサラダ

ご飯・味噌汁・鶏肉と玉葱
の玉子とじ・ピーマンと油
揚げの炒め物・長芋とわ
かめの梅和え

ご飯・味噌汁・阿部牛味
噌煮・ほうれん草のバ
ター炒め・きのことウィン
ナーの玉子とじ

キャベツと豚バラのミル
フィーユ・茄子とピーマン
の味噌炒め・フルーツミッ
クス

ご飯・味噌汁・豚肉と野菜
炒め・サツマイモと玉ねぎ
の煮物・茶碗蒸し

ご飯・味噌汁・すき焼き・
ほうれん草の胡麻和え・
白菜の漬物

13 14 15 16 17 18 19

朝

ごぼうの炊き込みご飯・
味噌汁・目玉焼き・コーン
クリームコロッケ・大根の
煮物大根の粕漬け

ご飯・味噌汁・納豆・玉子
焼き・切り干し大根・煮物

サンドイッチ・中華スー
プ・カニクリームコロッケ・
煮卵・麻婆茄子・タラのフ
ライ

ご飯・味噌汁・大根とすり
みの煮物・カレーコロッ
ケ・ホワイトアスパラのサ
ラダ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
コーンクリームコロッケ・
アスパラ、ベーコン炒め
物・煮豆・フキと里芋の煮
物

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
焼き魚・チーズチキン・茄
子の肉巻き

サンドイッチ・中華スープ
エビクリーム4コロッケ・南
瓜の煮物・茄子味噌・シュ
ウマイ

昼
キーマカレー・ブロッコ
リー、ゆで卵・フルーツ

ご飯・味噌汁・鶏肉と玉ね
ぎの玉子とじ・サツマイモ
の煮物・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・茄子とベー
コンのナポリタン・コロッ
ケ・数の子

チキンカレー味噌汁・ラー
メンサラダ

ご飯・味噌汁・あんかけ焼
きそば・長芋と数の子の
和え物・クリームコロッケ・
ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・里芋の煮物・ニラと
キャベツの卵とじ

ご飯・シチュー・豚肉と
ピーマンの甘辛炒め・フ
ルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・エビ玉子と
じ野菜炒め

うな丼・すいとん汁・白和
え切り干し大根

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ニラ玉・胡瓜とわかめの
梅和え

ご飯・味噌ちゃんこ鍋・ほ
うれん草の白和え

ご飯・味噌汁・ハンバーグ
キノコ添え・がんもと南瓜
の煮物・漬物

ご飯・豚汁・ロールキャベ
ツ・みかんとバナナのフ
ルーツ和え

ご飯・味噌汁・かぶと鶏肉
の煮物・茄子のバターポ
ン酢炒め・長芋の梅和え

20 21 22 23 24 25 26

朝
ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・サツマイモと天カ
マの煮物・白菜のお浸し

ご飯・味噌汁・煮物・切り
干し大根・南瓜サラダ・煮
豆

ご飯・味噌汁・焼き魚・
シュウマイ甘酢あんかけ・
マカロニサラダ・煮豆・豚
肉のアスパラ巻き

ご飯・味噌汁・大根のつ
みれの煮物・茄子の油炒
め・苺ヨーグルト

ご飯・味噌汁・サバの味
噌煮・肉団子入り・野菜炒
め・ポテトサラダ・煮豆

混ぜご飯・味噌汁・南瓜
の煮物・カニクリームコ
ロッケ・アスパラベーコン
焼き

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・煮物・サバの味噌煮

昼
牛丼・豚汁・インゲンと枝
豆、がんも、マイタケの煮
物南瓜の煮物・トマト

カレーライス・青森りんご
入りフルーチェ

天丼・つみれ汁・長芋の
梅和え・南瓜のいとこ煮・
フルーチェ

エビピラフ・卵スープ・ふ
き、竹の子、がんもの煮
物・フルーツ

お寿司・そうめん・おしる
こ

キーマカレー・味噌汁・
ホッケフライタルタルソー
ス

ご飯・味噌汁・コロッケ・青
椒肉絲・サツマイモ煮・フ
ルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・ひじきの煮物・果物

混ぜご飯・南瓜のおしる
こ・豚肉の生姜焼き・揚げ
茄子、大根の漬物

ご飯・味噌汁・鶏肉とキャ
ベツの卵とじ・フキと竹の
子の油炒め・長芋のポン
酢和え

ご飯・醤油鍋・ホワイトア
スパラ・洋ナシ

うな丼・味噌汁・大根サラ
ダ

ご飯・味噌汁・あべ牛味
噌煮・きのことウィンナー
のバターソテー

ご飯・味噌汁・かぶの鶏
ひき肉あんかけ・フキの
油炒め・長芋とわかめの
和え物

27 28 29 30 31

朝
ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグのトマト煮・ニラ
玉・苺のヨーグルト

オムレツ・味噌汁・南瓜の
煮物・海老カツ・鯖焼き魚

鶏五目御飯・味噌汁・ひじ
きの煮物・スクランブル
エッグ・焼き魚

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
切り干し大根・ブドウの
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
肉団子入り野菜炒め・煮
豆

昼
カレーライス・じゃが芋の
煮物・りんごのコンポート

ご飯・春雨スープ・焼うど
ん・生酢・味噌角煮・大学
芋

野菜カレー・スパゲッティ
サラダ・りんご

五目ひやむぎ・南瓜サラ
ダ・白菜、人参、ほうれん
草の胡麻和え

スープカレー・フルーツポ
ンチ

夕
かつ丼・味噌汁・ポテトサ
ラダ・ラフランス

ご飯・味噌汁・煮込み風
ハンバーグきのこ添え・
切り干し大根

ご飯・味噌汁・かぶと豆腐
ハンバーグの和風あんか
け・きんぴらごぼう・長芋
の梅和え

ご飯・味噌汁・チャンチャ
ン焼き・ほうれん草の胡
麻和え

ご飯・刺し身・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


