
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

朝

ご飯・味噌汁・焼鮭・梅
干・昆布の佃煮・南瓜煮
物・じゃが芋と天かまの煮
物・ブロッコリー・牛乳

ご飯・味噌汁・挽肉入オ
ムレツ・焼鮭・ほうれん草
のシーチキン和え・照焼
きチキン・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・大根の煮
物・里芋のなると煮・納
豆・佃煮・さつま芋の甘露
煮・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・焼
紅鮭・角ハム・照焼きチキ
ン・バナナと梨・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼・焼
ほっけ・ミートボール・南
瓜煮・昆布佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・煮豆・ハムとピーマン
の炒め物・芋の煮物・南
瓜団子・牛乳

昼
ご飯・なめこ汁・豚大根・
芋のベーコン煮・焼ほっ
け・煮豆

鶏天丼・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・南瓜煮・きのこの
カニあんかけ・胡瓜の昆
布和え・レタスとトマト

味噌ラーメン・わかめおに
ぎり・鶏肉と胡瓜と天かま
の中華サラダ

鶏釜飯・味噌汁・ほうれん
草のなめ茸和え・たくあん
の漬物・煮豆

紫蘇の実ご飯・・味噌汁・
きのこと鶏肉の煮物・豚
肉の酒蒸し・ほうれん草
の胡麻和え・たくあん・煮
物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・きんぴらごぼう・麻婆
茄子・さつま芋と天かまの
煮物

夕

ご飯・すり身汁・豚肉のご
まだれ炒め・大学芋・帆
立の酢味噌和え・白菜の
お浸し

ご飯・味噌汁・糠秋刀魚
焼・海老と芋の煮物・豆腐
のそぼろあん・煮豆

ご飯・牛肉煮・南瓜甘煮・
煮豆・トマト・漬物・フキ・
秋刀魚の煮物

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
焼・おから和え・肉じゃが

生姜ご飯・味噌汁・秋刀
魚の蒲焼・竹輪のカレー
天ぷら・トマト・漬物・南瓜
煮

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
キャベツと人参と天かま
の炒め物・ゆで卵・スパゲ
ティ・漬物・煮豆
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朝

ご飯・味噌汁・焼鮭・さつ
ま芋の煮物・シーチキン
サラダ・煮豆・梅干・漬物・
牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・ハ
ムカツ・キャベツとベーコ
ンのカレー炒め・煮豆・
桃・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と揚げ
と豚肉の煮物・南瓜煮・納
豆・昆布の佃煮・煮豆・牛
乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・煮
豆・だし巻き玉子・きんぴ
らごぼう・南瓜豆腐・フ
ルーツ・牛乳

ご飯・味噌汁・南瓜煮・煮
豆・小松菜と竹輪の煮物・
海老の玉子とじ・南瓜煮・
牛乳

ご飯・味噌汁・焼鯖・にら
の卵とじ・茄子ときのこと
天かまの煮物・煮豆・カニ
カマ・納豆

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
ベーコン焼・玉子焼・焼
売・漬物

昼
ハヤシライス・玉子スー
プ・ポテトサラダ・紅じゃ
こ・煮豆・フルーチェ

海鮮丼（まぐろ・サーモ
ン・イカ）・豚汁・オクラ和
え・煮豆・筑前煮

生姜ご飯・豚汁・かすべ
の唐揚げ・ラーメンサラ
ダ・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・鶏じゃが・と
ろろ芋・ほうれん草の胡
麻和え・ほっけ

栗ご飯・煮豆・煮込みうど
ん・鱈のフライ・南瓜煮・
水菜のお浸し

ご飯・すり身汁・チンジャ
オロース・里芋とはんぺ
んの煮物・切干大根・玉
子味噌・漬物・煮豆

鶏天丼・味噌汁・切干大
根・フルーツポンチ

夕
ご飯・味噌汁・肉団子の
甘酢あんかけ・かすべの
煮付け・杏仁豆腐

ご飯・なめこ汁・ほっけみ
りん漬焼・肉じゃが・茄子
とシメジのあんかけ・昆布
巻き

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・煮豆・焼秋刀魚・
天津・フルーツポンチ

カレーライス・春雨スー
プ・魚河岸揚げの煮物・ト
マト・煮豆

ご飯・落葉の味噌汁・豚
の生姜焼き・玉子焼・煮
豆・ピーマン炒め・カニカ
マ・白菜と昆布の和え物

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
焼・茄子の天ぷら炒め・
南瓜煮

ご飯・味噌汁・牛肉のしぐ
れ煮・焼茄子・さつま芋と
天かまの煮物・白菜のお
浸し
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朝
ご飯・味噌汁・焼鮭・オム
レツ・肉野菜炒め・煮豆・
あんみつ・牛乳

ご飯・味噌汁・煮豆・胡瓜
の和え物・大根とシーチ
キンの煮物・秋刀魚の蒲
焼・焼売・牛乳

ご飯・味噌汁・鶏肉とはん
ぺんと白菜の煮物・南瓜
煮・昆布巻・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・目
玉焼・筑前煮・焼売・ベー
コン・牛乳

ご飯・味噌汁・煮豆・レタ
スとシーチキンのサラダ・
漬物・南瓜の煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・焼
鯖・昆布の佃煮・おから・
南瓜煮

ご飯・味噌汁・つくね・さつ
ま芋甘煮・ほうれん草の
胡麻和え・カニカマ・玉子
焼・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・鶏団子の
ケチャップ煮こみ・ほうれ
ん草のなめ茸和え・南瓜
煮・ひじきと豆の煮物・煮
りんご

ご飯・さつま汁・トンカツ・
ミートオムレツ・ピーマンと
椎茸の味噌炒め・大根と
人参のサラダ

そば・稲荷寿司・さつま
芋・ごぼうと人参と天かま
の煮物・漬物

カレーライス･ポテトサラ
ダ・きのこと里芋の煮物・
春雨スープ・フルーツ

焼そば・ご飯・味噌汁・フ
キの煮物・竹輪のレタス
和え・

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・茄子とピーマンの揚げ
浸し・さつま芋の甘煮・胡
瓜の酢の物

ご飯・味噌汁・鱈フライ・
揚げ茄子・大根おろしの
なめ茸和え・春雨サラダ

夕
中華丼・味噌汁・子和え・
ポテトサラダ

炊き込みご飯・味噌汁・水
菜と中華クラゲの和え物・
さつま芋煮・ポテトサラ
ダ・フルーツゼリー

生ちらし寿司（まぐろ・カニ
カマ・サーモン・トビッコ）・
きのこ汁・おから和え・
ピーマンと茄子の味噌炒
め・煮豆・みかん

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
小松菜の胡麻和え・とろ
ろ芋となめ茸の和え物・
煮豆・福神漬・きのこと
ピーマンとハムの炒め物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・帆立とベーコンのバ
ター炒め・子和え・肉じゃ
が

生姜ご飯・味噌汁・鮭の
ホイル焼・芋の煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・焼目抜き・
芋煮・豚肉と天かまとしめ
じとのあんかけ煮・昆布
佃煮
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朝
ご飯・味噌汁・野菜とウイ
ンナーのコンソメ煮・豚大
根煮・納豆・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・ウ
インナー・秋刀魚・竹輪と
胡瓜のツナ和え・バナナ・
牛乳

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・焼鮭・茄子とピーマ
ンの味噌炒め・大根おろ
し・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鯖・玉子
焼・昆布の佃煮・梅干・牛
乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・煮
豆・つくねの甘酢あんか
け・茎ワカメ・ほうれん草
のツナ和え・牛乳

ご飯・味噌汁・胡瓜の漬
物・焼鮭・玉子焼・キャベ
ツと天かまの煮物・とろろ
芋・牛乳

ご飯・味噌汁・芋と天かま
の煮物・納豆・豚肉と大根
とがんもの煮物・煮豆・牛
乳

昼
醤油ラーメン・炒飯・キャ
ベツの胡麻味噌炒め・ポ
テトサラダ

稲荷寿司・釜揚げうどん・
キャベツの油炒め・胡瓜
の昆布漬・フルーツポン
チ

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・ハンバーグ・煮
豆・ブロッコリー・人参の
漬物

カレーライス・竹輪とレタ
スのツナマヨ和え・じゃが
芋のベーコン炒め・わか
めスープ・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・もつ煮込
み・焼ほっけ・南瓜甘煮・
胡瓜のトビッコ和え・サー
モンの刺身・梨と杏

鮭おにぎり・豚汁・チャー
シュー・きのことピーマン
の炒め物・大学芋・煮豆・
柿

ご飯・味噌汁・ナポリタン・
煮豆・ほうれん草のお浸
し・おから・焼ほっけ

夕

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・南瓜煮・ワサビ漬の
ピーナッツ和え・きんぴら
ごぼう・煮豆

ご飯・たち汁・煮豆・親子
煮・漬物・揚げだし豆腐・
白滝の子和え・バナナ

ご飯・味噌汁・焼秋刀魚・
肉じゃが・鶏のから揚げ・
南瓜煮

ご飯・味噌汁・餃子・厚揚
げの中華あんかけ・南瓜
煮・杏のはちみつ漬け

ちらし寿司・味噌汁・茄子
炒め・魚のフライ・漬物

ご飯・味噌汁・西京漬焼
魚・かぶと竹輪の豚挽肉
炒め・南瓜煮・たくあん

ご飯・味噌汁・煮豆・いか
の刺身・オムレツ・イカ
じゃが煮・白菜と豚肉の
はさみ蒸し・フルーツポン
チ

28 29 30

朝

ご飯・味噌汁・焼鮭・きん
ぴらごぼう・たらこ・南瓜
甘煮・ハム巻きポテトサラ
ダ・牛乳

ご飯・味噌汁・ﾁｰｽﾞ入ｽｸﾗ
ﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・ピーマンとハム
の炒め物・厚揚げの煮
物・ソーセージのケチャッ
プ炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・オムレツ・
豚肉とキャベツのカレー
炒め・焼はんぺん・煮豆・
みかん・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・焼
鯖・豚肉の生姜焼・煮豆

昼

ご飯・味噌汁・きんぴらコ
ロッケ・豚肉の生姜焼き・
トマト・大根おろししらす
和え・南瓜煮

ご飯・味噌汁・大根と人参
のコンソメ煮・小松菜と海
老の中華炒め・焼鯖・フ
ルーツ

生ちらし寿司・そば汁・海
老の天ぷら・肉団子の甘
酢あんかけ・煮豆

カレーライス・黒豆・水餃
子スープ・漬物・人参と大
根のサラダ・みかん

夕
ご飯・味噌汁・秋刀魚の
生姜焼き・牛肉豆腐・胡
瓜の浅漬・伊達巻

親子丼・味噌汁・糠秋刀
魚・南瓜煮・帆立の酢味
噌和え・煮豆・バナナ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・いかじゃが煮・鮭のホ
イル焼

ご飯・味噌汁・煮豆・帆立
のかき揚げ・南瓜甘煮・
いか刺身・焼秋刀魚

グループホームアウル １０月　献立表
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