
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・芋煮（天カ
マ）・レタス挽肉炒め（ミッ
クスベジタブル）・卵豆腐・
牛乳

ご飯･味噌汁・大根天カマ
煮物・和え物・冷奴

ご飯･味噌汁・目玉焼き
（付ハム）・スパサラダ・サ
ツマイモ甘煮・ヨーグルト
和え・タラコ・漬物・牛乳

昼 　 　 　 　
いなり寿司・たち汁・山菜
ちくわぶの煮物・ザンギ・
漬物・葡萄

ピラフ・うどん・ゴボウ鳥
挽肉炒め・ゴマサツマ芋・
みかんヨーグルト

ご飯･味噌汁・ハンペン茸
炒め・焼茄子おかか和
え・カレイとホタテの煮付
け・みかん

夕 　 　 　 　
ご飯･ポトフ・鮭のムニエ
ル・シーフードパスタ・ヨー
グルト和え

ご飯･味噌汁・さんま蒲
焼・卵豆腐・きんぴら・漬
物

ご飯･カボチャ団子汁・エ
ビチリマヨネーズ和え・長
芋ワカメ、ネギの味噌和
え・里芋とホタテの煮物・
漬物

4 5 6 7 8 9 10

朝
ご飯･味噌汁・焼鮭・ベー
コンエッグ・シュウマイ・み
かん・牛乳

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
白菜のお浸しなめたけ和
え・納豆・牛乳

炊き込みご飯・味噌汁・カ
ブ天カマ、鳥挽肉の煮
物・卵焼き・きんぴら・煮
豆・牛乳

ご飯･鳥団子汁・カボチャ
煮（挽肉入り）・切干大
根・フキ天カマ炒め煮
（シーチキン入り）・牛乳

ご飯･味噌汁・カボチャ
煮・ひじき豆鳥挽肉炒め
煮・梅和え・浅漬け・桃
缶・牛乳

ご飯･味噌汁・ほうれん草
入り卵焼き・ソーセージケ
チャップ和え・昆布巻き・
カボチャ煮・シュウマイ･
柿・牛乳

ご飯･味噌汁・カニカマと
ネギの卵焼き・もやしの
お浸し・長芋とろろ・粉フ
キ芋・フルーツヨーグルト
和え・漬物･牛乳

昼

ちらし寿司・煮込みうど
ん・竹輪いんげんゴマ和
え・刺身（サーモン、マグ
ロ他）・煮物

ご飯･春雨スープ・ハン
バーグ・マカロニサラダ・
ジャーマンポテト

ご飯･シチュー・鳥の照り
焼き（ニンニク入り）・茄子
味噌

カレーライス・ポテトサラ
ダ（付ミニトマト）・白滝人
参の子和え・春雨と茸の
卵スープ

ご飯･味噌汁・肉巻きポテ
ト・茄子ピーマン炒め・カ
ボチャ煮・フルーツポンチ

ご飯･大根カニカマスー
プ・トマト煮込みハンバー
グ・フキ里芋煮・竹輪ワカ
メ、キュウリ酢

ご飯･味噌汁・シーフード
シチュー･茄子ピーマン味
噌和え・ほうれん草お浸
し・白桃・みかん

夕
ご飯･味噌汁・サバ塩焼
き・豚キムチ・キャベツと
梅干和え・煮豆

ご飯･味噌汁・カスベ煮付
け・豚キムチ（チーズ）・お
から煮・水菜竹輪のゴマ
和え

ご飯･味噌汁・芋煮・つき
こんの子和え・中華風野
菜炒め・たくあん

混ぜご飯・味噌汁・角煮・
おから・竹輪もやしチゲ
煮・ほうれん草梅干和え

ご飯･味噌汁・ホッケ焼・
白菜豚肉の煮びたし・大
根人参厚揚げ煮物

ご飯･味噌汁・焼魚・漬
物・大根菜油炒め煮・
ラーメンサラダ

ご飯･味噌汁・白菜ロー
ル・竹の子ゴマ味噌和え・
鯖塩焼き・煮豆

11 12 13 14 15 16 17

朝
ご飯･味噌汁・カボチャ煮
付け・オムレツ・ハンペン
と天カマ煮物・柿・牛乳

雑炊・味噌汁・ブロッコ
リー、マカロニのガーリッ
ク炒め・もやしピーマンサ
ラダ・スクランブルエッグ

ご飯･たち汁・スクランブ
ルエッグ（付ウインナー）・
佃煮・カボチャ煮・カブと
挽肉煮・牛乳

ご飯･卵焼き・子和え・あ
さり酒蒸し・天カマ大根の
煮物・牛乳

ご飯･味噌汁・子持ちし
しゃもの甘露煮・白菜
ベーコンクリーム煮・ほう
れん草と竹輪の卵とじ・
漬物・長芋の二杯酢・牛
乳

ご飯･味噌汁・カボチャ
煮・ほうれん草入り卵焼
き・ソーセージ、煮豆・柿・
牛乳

ご飯･味噌汁・白菜キュウ
リのなめこ和え・里芋人
参、ソーセージの煮物・野
菜入り卵焼き・ラ･フラン
ス・牛乳

昼
ちらし寿司･味噌汁・アス
パラゴママヨ和え・マー
ボー豆腐・白菜お浸し

ご飯･味噌汁・焼ソバ・煮
しめ・煮リンゴ・カリフラ
ワー・トマト

ご飯・茸汁・春巻・生姜焼
き（付トマト、キャベツ）・
切干大根・パリキュウ

ご飯･味噌汁・焼魚・豚肉
と白菜の炒め煮・マカロ
ニサラダ・オムレツ

オムライス・ジャーマン
スープ・ラーメンサラダ・
山菜山芋の煮物

梅おにぎり・シチュー・エ
ビチリ・切干大根・フルー
ツヨーグルト

ご飯･餃子スープ・焼ソ
バ・春雨サラダ・焼魚・フ
ルーツヨーグルト和え

夕
ご飯･味噌汁・カレイみり
ん漬焼・いんげんゴマ和
え・味噌おでん・冷奴

ご飯･味噌汁・くるみジャ
コ・鳥と野菜のチリソース
煮・レタス炒め

ご飯･味噌汁･野菜炒め・
チャンチャン焼・ヨーグル
ト和え

ご飯･味噌汁・エビフライ
（付キャベツ）・ラーメンサ
ラダ・鳥挽肉とゴボウ炒
め煮・みかん・漬物

ご飯･団子汁・カレイの煮
付け・チーズ入りハンペン
焼（付漬物、トマト、昆布
和え）・つきこん子和え

ご飯･たち汁・キャベツ炒
め・かき揚げ・ホッケみり
ん焼・しば漬け

ご飯･味噌汁・豚肉白菜
の中華煮・カブと油揚げ
の煮物・煮豆・フルーツポ
ンチ

　 18 19 20 21 22 23 24

朝

卵おじや・味噌汁・ししゃ
も焼・カボチャ煮・もやしと
ソーセージ炒め・里芋ゴ
マ和え・牛乳

ご飯･味噌汁・ミニオムレ
ツ・煮豆・昆布佃煮・レタ
ス挽肉炒め・パイナップ
ル・牛乳

ご飯･味噌汁・白菜お浸
し・梅干・煮しめ・牛乳

ご飯･味噌汁･大根竹輪
の煮物・卵焼き・漬物・し
しゃもの甘露煮・マカロニ
のケチャップ煮・くらげ中
華和え・牛乳

ご飯･味噌汁・焼鮭・肉
じゃが・野菜炒め（ハム、
ブナピー入り）・フルーツ・
牛乳

ご飯･味噌汁・カブと天カ
マ煮・ししゃも佃煮・ポテ
ト・柿・牛乳

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
カニ玉・子持ち昆布・たく
あん・牛乳

昼
親子丼・味噌汁・煮物・漬
物・フルーツ

ホッキ飯・ソーメン汁・大
学芋・豆腐、ワラビの天
ぷら味噌煮・漬物

ご飯･味噌汁・餃子・つく
ね・トマトカリフラワーサラ
ダ・大根ホタテ、イカの煮
物

ご飯･味噌汁・芋と天カマ
煮物・ほうれん草なめた
け和え・鯖焼・漬物・パイ
ナップル

ご飯･しゅうまいスープ・
マーボー茄子・中華あん
かけ・ブロッコリーエリン
ギのバターソテー

天津飯・さつま芋汁・カス
ベ煮物・いんげん白和え・
みかん

ご飯･味噌汁・ゴボウと厚
揚げの炒め煮・鮭フライ
（タルタルソース）・カボ
チャ煮・スパサラダ

夕
ご飯･味噌汁・豚角煮大
根・キャベツ天カマ炒め
煮・煮物・柿・バナナ

ご飯･味噌汁・おでん・ゴ
ボウサラダ・焼鮭・漬物

ご飯･味噌汁・豚肉の梅
巻きロールフライ・温野菜
（湯キャベツ、ブロッコ
リー、トマト）・スパサラダ・
切干大根・漬物

ご飯･味噌汁・豚肉ロール
の照り焼き・キュウリサラ
ダ・玉ねぎの炒め煮・み
かん

ワカメご飯・味噌汁・ホッ
ケ焼・お好み焼・もやしと
キュウリの和え物

ご飯･味噌汁・野菜とウイ
ンナーのクリーム煮・ジャ
ガイモの豚肉巻き・ほうれ
ん草のお浸し（竹輪、か
つお節入り）

ご飯･味噌汁・カスベ煮付
け・ワカメ酢・佃煮・きんぴ
ら・漬物

25 26 27 28 29 30

朝
ご飯･野菜スープ・納豆・
大根天カマ煮物・白菜お
浸し・牛乳

ご飯･味噌汁・ししゃも焼
き・卵焼き・カボチャ煮・
キャベツ天カマ炒め・牛
乳

ご飯･味噌汁・豆腐とガン
モのあんかけ・いもがら
の炒め煮・里芋煮・ヨーグ
ルト和え・牛乳

ご飯･味噌汁・さんま蒲
焼・天カマ人参入り切干
大根・うずらの味付け煮
卵・ソーセージとキャベツ
の炒め煮・牛乳

ご飯･味噌汁・舞茸とアサ
リの酒蒸し・煮物（大根、
天カマ、ソーセージ他）・
ニラ入り卵焼き・もやしと
豚肉のピリカラ炒め

ご飯･味噌汁・卵焼き（挽
肉、玉ねぎ入り）・豆腐の
なめたけ和え・ハムとほう
れん草炒め・シーチキン
と大根煮物・みかん・牛乳

 

昼
カレーライス・ワカメスー
プ・天カマ煮つけ・野菜サ
ラダ・白桃

ご飯･味噌汁・ジンギスカ
ン・茄子ピーマン揚げ浸
し・つきこん子和え・生サ
ラダ・みかん（１／２）

ご飯･味噌汁・寄せ鍋・茄
子味噌ごま風味・ラーメン
サラダ（みかん入り）

ご飯･味噌汁・鳥肉みぞ
れ煮・大根天カマ煮・まぐ
ろ山かけ

ご飯･肉団子と春雨の
スープ・焼鮭・ポテトマカ
ロニサラダ・みかん・バナ
ナ

ご飯･豚汁・もやし豚肉炒
め・長芋、ベーコン、オク
ラの梅肉和え・茄子とエリ
ンギのしょう油炒め

 

夕
ご飯･味噌汁・すき焼き風
煮物・大根人参煮物・
キュウリとレタスのサラダ

ご飯･たち汁・刺身・昆布
の煮物・漬物・長芋梅肉
和え

ご飯･味噌汁・四川焼・煮
物（里芋、大根、天カマ）・
鯨ベーコンのキュウリ和
え・漬物

ご飯･味噌汁・ジンギスカ
ンの唐揚げ・エビフライ・
和風野菜煮

牛丼・味噌汁・じゃが芋天
カマ煮・ほうれん草のゴマ
和え

ご飯･味噌汁・ホッケみり
ん焼・キャベツ人参天カ
マ炒め・もやし小松菜
ベーコン炒め・長芋と鳥
肉の煮物

 

グループホームアウル １１月　献立表
アウルⅡ


