
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝
ご飯・みそ汁・かぼちゃ
煮・しゅうまい・玉子豆腐・
牛乳

ご飯・みそ汁・肉団子と茄
子のあんかけ・豚肉と白
菜の炒め物・レタスとシー
チキンのサラダ・牛乳

ご飯・みそ汁・いんげんと
しらたきの煮物・かぼちゃ
団子・生野菜と卵のサラ
ダ・たら昆布・梅干・牛乳

ご飯・みそ汁・かぶと天か
まの煮物・ミートオムレ
ツ・海苔の佃煮・ラフラン
ス・牛乳

ご飯・コンソメスープ・揚
げポテマヨ・さつま芋甘
煮・マカロニサラダ・牛乳

昼
カレーライス・スープ・長
芋のサラダ・梨

いなり寿司・ソーメン汁・
豚肉とチンゲン菜の炒め
物・白菜ときのこの和え
物

ご飯・みそ汁・かぼちゃそ
ぼろあんかけ・ほうれん
草なめたけ和え・豚丼

ご飯・みそ汁・ロールキャ
ベツ・長芋ときゅうりのサ
ラダ・煮豆

親子丼・みそ汁・大根と天
かまの煮物・フルーツ

夕
ご飯・みそ汁・ふきと天か
まの煮物・豆腐の野菜炒
め・きゅうり浅漬け

ご飯・みそ汁・肉じゃが・イ
カと白菜の中華風・しその
実

ご飯・みそ汁・回鍋肉・ニ
ラ玉・春雨サラダ

ご飯・みそ汁・ジンギスカ
ン唐揚げ・長芋の揚げ
物・里芋とごま豆腐のご
ま和え・ラーメンサラダ・
桜大根

ご飯・みそ汁・焼魚（ホッ
ケ）・ごぼうと挽肉の炒め
煮・さつま芋サラダ
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朝

ご飯・みそ汁・ソーセージ
とズッキーニのケチャップ
炒め・チーズ入りスクラン
ブルエッグ・レタスとハム
のサラダ・牛乳

ご飯・みそ汁・切干大根・
ほうれん草ごま和え・梅
昆布・煮豆・牛乳

ご飯・みそ汁・ベーコン
エッグ・ごま豆腐オクラの
せ・もずく酢きゅうり・レタ
スとトマトのサラダ・牛乳

ご飯・みそ汁・白菜と人参
の煮物・しゅうまい・筍き
んぴら・水菜、チーズ、は
んぺん、トマトのサラダ・
牛乳

ご飯・みそ汁・肉じゃが・
きゅうり、わかめ、ふ、み
かんの酢の物・バナナ
ヨーグルト・牛乳

ご飯・みそ汁・さつま芋甘
煮・ちくわと野菜の煮物・
漬物・牛乳

ご飯・みそ汁・桜えびと
キャベツのお好み焼き
風・焼茄子・バンバン
ジー・海苔の佃煮・牛乳

昼
ご飯・海鮮シチュー・キャ
ベツのステーキ・しその
実・メロン

ご飯・みそ汁・あんかけカ
ニ玉・茄子とピーマンの炒
め煮・漬物・ぶどう

牛丼・みそ汁・かぼちゃと
さつま芋の煮物・ささぎ
ピーナッツ和え

ご飯・玉子スープ・
シチュー・はんぺん炒め
煮・中華サラダ

おにぎり・具だくさん塩
ラーメン・かぼちゃ甘煮・
漬物・フルーツヨーグルト

親子丼・みそ汁・ほうれん
草なめたけ和え・ポテトサ
ラダ・ぶどう

ご飯・みそ汁・鮭ムニエ
ル・トマト・イカとわかめの
酢みそ和え・椎茸めかぶ

夕
ご飯・豚汁・サバ竜田揚
げ・じゃがいも塩ゆで・子
和え

ホタテ炊き込みご飯・みそ
汁・天ぷら・ほうれん草ご
ま和え・大根梅肉和え

ご飯・みそ汁・豚肉と野菜
のごまみそ炒め・アスパ
ラとトマトのみそマヨ・天
かま

ご飯・みそ汁・さんまフラ
イ・あんかけ野菜・ほうれ
ん草なめたけ和え・ミニト
マト

ご飯・みそ汁・茄子、ピー
マン、挽肉のみそ炒め・
芋がらとトマトの和え物・
漬物

ご飯・みそ汁・焼魚（鮭の
西京漬）・カブと天かまの
煮物・ホッキサラダ・ブ
ロッコリーとトマトのサラ
ダ

ご飯・みそ汁・ミートロー
フ・人参グラッセ・ポテトサ
ラダ・切干大根
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朝

ご飯・みそ汁・大根と人参
のそぼろ煮・レタスとトマト
のサラダ・煮豆・昆布巻・
牛乳

ご飯・みそ汁・さつま芋と
もっちり揚げの煮物・きの
こサラダ・大根おろし筋子
和え・牛乳

ご飯・みそ汁・かぼちゃと
人参の煮物・もやし、ハ
ム、きゅうりの和え物・
しゅうまい・くるみじゃこ・
牛乳

ご飯・みそ汁・焼魚（鮭）・
かぼちゃ煮・玉子焼き・牛
乳

ご飯・みそ汁・炒めそば・
鶏肉、大根、人参の煮
物・煮豆・漬物・牛乳

ご飯・みそ汁・肉じゃが風
煮・伊達巻・しらすおろし
和え・漬物・バナナ・牛乳

ご飯・みそ汁・切干大根・
もやし、ベーコン、ハムの
炒め物・削り節昆布・大福
豆・牛乳

昼
チキンライス・コンソメ
スープ・白菜の和え物・パ
イン

カレーライス・ニラ玉スー
プ・シーチキンと春雨のサ
ラダ・バナナとみかんの
ヨーグルト和え

ハヤシライス・みそ汁・
ラーメンサラダ・昆布巻

ご飯・シチュー・エビフラ
イ・コロッケ・キャベツ・ほ
うれん草と白菜のなめた
け和え・漬物・パイン

ご飯・みそ汁・長芋の煮
物・肉巻きポテト・玉子サ
ラダ

中華丼・みそ汁・海老と
ピーマンの炒め物・椎茸
ときゅうりの酢の物・漬物

おにぎり・天ぷらうどん・
わかめとちくわの酢の物・
ワイン漬けたくわん

夕
ご飯・みそ汁・コロッケ・煮
物・あげ納豆・トマト・レタ
ス

ご飯・みそ汁・焼魚（ホッ
ケ）・麻婆春雨・サラダ

ご飯・みそ汁・きのこソー
スかけ和風ハンバーグ・
フライドポテト・マカロニサ
ラダ・柿

ご飯・みそ汁・サーモン蒸
し焼き・大根おろしポン酢
和え・キャベツとひじきの
煮物・春菊ピーナッツ和
え

栗ご飯・みそ汁・サバみそ
煮・イカと茄子のトマト煮・
玉子焼き

ご飯・みそ汁・きのこあん
かけハンバーグ・じゃがい
もと天かまの煮物・ごぼう
サラダ

ご飯・ポトフ・春巻き・茄子
とエリンギの炒め物・梅干
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朝

ご飯・みそ汁・かぼちゃと
さつま芋の煮物・きゅうり
とわかめの酢の物・玉子
豆腐・納豆・牛乳

ご飯・みそ汁・ひじき煮・
ミートオムレツ・梅干・牛
乳

ご飯・鶏団子汁・茄子と天
かまの煮物・マカロニトマ
ト煮・しゅうまいとらっきょ
の甘酢煮・牛乳

ご飯・みそ汁・大根、人
参、天かまの煮物・キム
チもやし・煮豆・レタスとト
マトのサラダ・牛乳

ご飯・みそ汁・ひじきの炒
め煮・目玉焼き・里芋ごま
和え・ポタージュプリン・
牛乳

五目釜飯・みそ汁・ミート
ボール・ポテトシーチキン
サラダ・松前漬・牛乳

ご飯・みそ汁・焼魚（赤
魚）・オムレツ・ジャーマン
ポテト・煮豆・牛乳

昼

赤飯・そうめん汁・刺身
（マグロ・サーモン・ホタ
テ・海老）・ほうれん草
シーチキン和え・フルーツ
缶

≪出前≫
天ぷら定食・みそ汁

ウインナーカレー・ニラ玉
スープ・マカロニサラダ・
漬物・バナナヨーグルト和
え

ご飯・みそ汁・麻婆豆腐・
カニカマのとびっこ和え・
さつま芋サラダ

ベジタブルキーマカレー・
玉子と春雨のスープ・トマ
トとレタスのサラダ・らっ
きょう・ぶどう

赤飯おむすび・ニラ玉
スープ・焼そば・もずく酢・
キムチ・ぶどう

二色丼・みそ汁・海老の
ケチャップ炒め・レタス、
チーズ、ハムのごまサラ
ダ

夕

ご飯・みそ汁・焼魚（ソイ
西京漬）・ほうれん草とホ
タテ貝柱の炒り豆腐・煮
豆・スイカ

牛丼・みそ汁・ほうれん草
とびっこ和え・きのこあん
かけ・さつま芋

ご飯・みそ汁・焼魚（干
ホッケ）・肉じゃが・ごぼう
サラダ

ご飯・みそ汁・焼魚（ホッ
ケ）・かぼちゃの煮物・イ
カとねぎの酢みそ和え・
ふりかけ

親子丼・みそ汁・マカロニ
サラダ・漬物

ご飯・みそ汁・麻婆豆腐・
かぼちゃの煮物・メンマ中
華煮・漬物

ご飯・みそ汁・焼魚（ホッ
ケ）・さつま芋の煮物・白
菜の和え物・ニラ玉
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朝

ご飯・みそ汁・切干大根・
わかさぎ甘露煮・かいわ
れ大根、トマト、ハムのサ
ラダ・いちごソースかけ
ヨーグルト・牛乳

ご飯・みそ汁・焼魚（トラウ
ト照り南蛮）・かぼちゃの
煮物・漬物・フルーツ缶・
牛乳

ご飯・みそ汁・かぶの煮
物・なすとピーマンのみそ
炒め・玉子豆腐・たらこ・
牛乳

ご飯・みそ汁・焼魚（鮭西
京漬）・玉子焼き・ししゃも
佃煮・漬物・牛乳

昼

イカフライ丼・かぼちゃ
汁・大根の煮物・人参グ
ラッセ・水菜と大根のサラ
ダ

ご飯・ポトフ・鶏ザンギ・レ
タス・トマト・春雨サラダ・
場難ヨーグルト

ホタテピラフ・サーモンシ
チュー・マカロニサラダ・
ぶどう

クリームスープパスタ・コ
ンソメスープ・かぼちゃサ
ラダ・柿

夕
ご飯・みそ汁・さんま煮
付・夕顔の煮物・マカロニ
サラダ・小松菜漬

ご飯・みそ汁・豚ジンギス
カン・大根とシーチキンの
煮物・コーンバター・ほう
れん草なめたけ和え・ぶ
どう

親子丼・みそ汁・煮物・白
菜とオクラのお浸し

ひつまぶし丼・みそ汁・い
んげん入り肉じゃが・ほた
て卵とじ・イカオクラ

グループホームアウル 　９月　献立表
アウルⅠ


