
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・味噌汁・玉子焼き・
マカロニサラダ・ミート
ボール

ご飯・味噌汁・牛乳・大根
の煮物・ボロニアソーセー
ジ・ホッケ焼き魚・ひじき

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼きホッケ焼き魚・ささみ
とピーマンの胡麻味噌炒
め・南瓜の煮物

ご飯・味噌汁・茄子の肉
味噌炒め・赤魚みぞれ
煮・目玉焼き・塩辛

ご飯・味噌汁・牛乳・里い
も、がんも、かぶ煮・スク
ランブルエッグ・南瓜の煮
物・卯の花

昼
焼うどん・卵スープ・ポテ
トサラダ

かき揚げうどん・ご飯・南
瓜の煮物・大根の酢の物

ご飯・味噌汁・豚しゃぶ・
にら焼き・リンゴ煮

ご飯・味噌汁・すき焼き
煮・サツマイモサラダ・コ
ロッケ

ご飯・シチュー・ハンバー
グ・野菜サラダ・フルー
チェ

夕
うな丼玉子かけ・ポトフ・ト
マト・胡瓜、カニカマ、クラ
ゲ和え

ご飯・お吸い物・コロッケ・
おから・胡瓜の和え物

ご飯・味噌汁・餃子・ソー
ス焼きそば・茶碗蒸し

生チラシ寿司・味噌汁・ト
マト

ご飯・味噌汁・餃子・チー
ズチキンカツ・お浸し

6 7 8 9 10 11 12

朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・れ
んこんもち・ソーセージ焼き・
煮物

ごぼう飯・味噌汁・玉子焼き・
南瓜の煮物・ホッケ焼き魚・
ミートスパグラタン

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
き魚・厚揚げ・アスパラ豚
肉巻き・ハムエッグ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
牛肉、ピーマン炒め・サバ
の味噌煮・南瓜コロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ホッケ焼き魚・フキ
の煮物・マカロニサラダ・
胡麻南瓜

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・コロッケ・玉子焼き・
ミートボール

ご飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め・サツマイモ甘煮・
豆腐ハンバーグ・ウィン
ナーポークスライス

昼
チラシ寿司・すまし汁・天
ぷら・ほうれん草のおか
か和え・煮豆・フルーチェ

ご飯・お吸い物・オムそ
ば・ハンバーグと大根の
煮物・フルーチェ

ご飯・味噌汁・ポーク
チャップ・焼き魚・グラタン

ご飯・すまし汁・スパゲッ
ティ・うま煮・野菜サラダ・
フルーチェ

ラーメン/麺道楽ラーメン
ご飯・味噌汁・魚のフラ
イ・豚肉と野菜の煮物・野
菜の炒め物

ご飯・味噌汁・スパゲッ
ティ・ハムカツ・ほうれん
草のおかか和え・とろろ

夕

ご飯・味噌汁・鮭フライと
エビフライタルタルソース
付き・豆腐と白菜のとろと
ろ煮

豚丼・茶碗蒸し・豚汁
ご飯・卵スープ・ハンバー
グ・ミートソース・ベーコ
ン、きのこあんかけ

エビピラフ・味噌汁・ハム
ともやしの炒め物・麻婆
茄子

ご飯・味噌汁・煮物・いん
げん胡麻和え・インゲンと
牛肉の炒め物

カレーライス・フルーツポ
ンチ・ほうれん草の白和
え・卵スープ

牛丼・味噌汁・煮卵・やき
うどん

13 14 15 16 17 18 19

朝
ご飯・味噌汁・カレーコロッ
ケ・豚味噌炒め・サバの味噌
煮・玉子焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・赤魚みぞれ煮・天カ
マとキャベツの炒め物・鶏
肉の龍田焼き・ほうれん
草のお浸し

ご飯・味噌汁・茄子の煮
びたし・サバの味噌煮・コ
ロッケ・玉子焼き

ご飯・味噌汁・肉シュウマ
イ南瓜の煮物・鮭焼き魚・
豚肉のピーマン炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・宗八焼き
魚・フキの煮物・ポテトサ
ラダ・ハムとピーマンの炒
め物

ご飯・味噌汁・サバの味
噌煮・鶏肉の煮物・ミニオ
ムレツ・ささみフライ

ご飯・味噌汁・南瓜煮・プ
チコロッケサラダ・ワッフ
ル玉子焼き

昼
ご飯・すまし汁・ハンバー
グ・野菜サラダ・サツマイ
モ、あんこのせ・フルーツ

親子丼・味噌汁・サツマイ
モのひき肉あんかけ・ス
パゲッティサラダ

稲荷寿司・田舎うどん・チ
キンカツ・野菜サラダ・フ
ルーツ

ご飯・すまし汁・青椒肉
絲・里芋の煮物・煮りんご

ご飯・あんかけ焼きそば・
コロッケ・長芋の和え物

ご飯・味噌汁・里芋とがん
もの煮物・ほうれん草の
なめ茸和え・豚肉の生姜
焼き

ご飯・シチュー青椒肉絲・
フルーチェ

夕
鯖チラシ・お吸い物・大根
の玉子とじ・磯部チーズ
揚げ

親子丼・味噌汁・サツマイ
モのひきにくあん・スパ
ゲッティサラダ

ご飯・味噌汁・餃子・ニラ
の玉子とじ・ラーメンサラ
ダ

エビ丼・味噌汁・天カマと
もやしの炒め物・アスパラ
サラダ

牛丼・味噌汁・トンカツ・ほ
うれん草の和え物

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・甘漬けトマト・が
んも、大根、巾着煮

中華丼・どんべいうどん・
りんご
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朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ホッケ焼き魚・ミートボー
ルシュウマイ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
塩サバ焼き・コロッケ・七
菜巾着

栗ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き海老カツ・麻婆茄子・天
カマと芋の味噌煮

ご飯・味噌汁・コロッケ・目
玉焼き・カニシュウマイ・
鯖焼き魚・

ご飯・味噌汁・ソーセージ
炒め・フキ炒め・南瓜サラ
ダ

ご飯・味噌汁・肉団子・だ
し巻き卵・豚肉の生姜焼
き・ほうれん草とベーコン
炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・大
根、がんも、里芋煮・紅鮭
焼き魚・玉子焼き・ホワイ
トアスパラ

昼
ご飯・味噌汁・ラムしゃ
ぶ・チキンカツ・とろろ

カレーライス・フルーチェ
ご飯・すみれ汁・天ぷら・
南瓜のいとこ煮・長芋の
梅和え・牛乳かん

ご飯・味噌汁・タラのフラ
イ・かぶのとろろ昆布和
え・スパゲッティ・煮リンゴ

握りずし・ソーメン汁
ご飯・味噌汁・焼きそば・
豚しゃぶ・里芋の煮物・
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・コロッケ・大
学芋・青椒肉絲・フルー
チェ

夕
ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・味噌豚肉炒め・いん
げんの胡麻和え

ご飯・味噌汁・野菜のあ
んかけハンバーグ・冬至
南瓜しるこ

かつ丼・味噌汁・ラーメン
サラダ

うな丼・味噌汁・南瓜甘
煮・肉豆腐あんかけ

中華丼・味噌汁・カニク
リームコロッケ

親子丼・すいとん汁・煮豆
ご飯・味噌汁・豆腐のハン
バーグの野菜あんかけ・
白菜となめこのとろとろ煮

27 28 29 30 31

朝
ご飯・味噌汁・豚肉の味
噌漬け・たらの焼き魚・
シュウマイ・南瓜の煮物

ご飯・味噌汁、・豚味噌角
煮目玉焼き・鯖焼き魚・
チーズ鶏つくね

ご飯・味噌汁・コロッケ・煮
物・玉子焼き・サバの味
噌煮

ショウガご飯・味噌汁・紅
鮭焼き魚・玉子焼き・切り
干し大根・鶏つくね

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・煮豆・ポテトサラダ・
里芋煮物・紅鮭焼き魚

昼
カレーライス・じゃが芋と
マイタケ炒め・煮リンゴ

ご飯・味噌汁・焼きそば・
エビシュウマイ・大根生
酢・煮豆

キノコカレー・スパゲッティ
サラダ

ご飯・味噌汁・豚しゃぶ・
にら焼き・ほうれん草のお
かか和え・フルーツ

スープカレー・フルーツポ
ンチ

夕
ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ソース焼きそば・麻婆
豆腐

ご飯・味噌汁・エビフライ・
牛蒡と豚肉の甘辛炒め・
南瓜の煮物

うな丼・お吸い物・生酢・
揚げ芋

ご飯・すりみ汁・かぶ、人
参、山芋あんかけ・南瓜
甘煮・ハンバーグ・豚肉
味噌焼き

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
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