
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 7

朝

鶏釜飯・味噌汁・焼銀か
れい・ウインナー入りスク
ランブルエッグ・胡瓜のサ
ラダ・竹輪胡瓜

ご飯・味噌汁・竹輪と胡瓜
の炒め物・一夜干ほっけ
焼（大根おろし添）・南瓜
の甘煮

ご飯・味噌汁・ハム巻ポテ
トサラダ・焼鮭・煮豆・きん
ぴらごぼう

ご飯・味噌汁・焼塩紅鮭・
ベーコン入スクランブル
エッグ・いんげんのピー
ナッツ和え・煮豆

ご飯・味噌汁・煮豆・たく
あん・ベーコン入りスクラ
ンブルエッグ・焼ほっけ

ご飯・味噌汁・焼鯖・茄子
の煮浸し・ほうれん草の
胡麻和え・黄桃

炊き込みご飯・なめこ汁・
ウインナー焼・レタスとツ
ナのサラダ・たくあん

昼
醤油ラーメン・おにぎり・
漬物

ハヤシライス・玉子スー
プ・大根菜のおひたし・蜜
柑と桃缶のヨーグルト和
え

塩ラーメン・おにぎり・漬
物

混ぜ込み稲荷・豚汁・鯖
西京漬焼・春雨サラダ

中華丼・春雨と玉子の
スープ・コロッケ・ふきと白
滝の煮物

ご飯・味噌汁・鮭フライ（ト
マト添）・茄子とピーマンと
人参の味噌炒め・たくあ
ん

味噌ラーメン・おにぎり・
漬物・キウイとバナナ

夕
親子丼・味噌汁・ポテトサ
ラダ・白菜のえのき和え・
柴漬け

ご飯・味噌汁・和風きのこ
ハンバーグ・豆腐のサラ
ダ

ご飯・味噌汁・豚生姜焼
き・ポテトサラダ・バナナ
ヨーグルト

炊き込みご飯・味噌汁・さ
つま芋サラダ・いんげんと
ベーコンの炒め物・煮豆

鶏肉うどん・梅おにぎり・
さつま芋の甘煮・茎紫蘇
若布

鶏のから揚げ丼・味噌
汁・はんぺんの中華サラ
ダ

ロコモコライス・白菜と木
耳のスープ・水菜サラダ・
南瓜甘煮
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朝

ご飯・味噌汁・大根と人参
と厚揚げの煮物・スクラン
ブルエッグ・ワサビ菜の味
噌マヨネーズ和え

ご飯・味噌汁・焼売（炒め
ピーマン添）・南瓜煮・青
のり佃煮

ご飯・味噌汁・煮豆・スク
ランブルエッグ・ツナキャ
ベツサラダ・たくあん

ご飯・味噌汁・がんもの含
め煮・白菜の梅肉和え・き
んぴらごぼう

鮭ご飯・味噌汁・うま煮・
煮豆・シーチキンサラダ

ご飯・味噌汁・ウイン
ナー・納豆・スクランブル
エッグ・ほうれん草の胡麻
和え

五目釜飯・味噌汁・蕗の
煮物・胡瓜のサラダ・白桃

昼

焼そば・おにぎり・コンソメ
スープ・ほうれん草の紫
蘇昆布和え・たくあん・フ
ルーツカクテル

カレーうどん・稲荷寿司・
たくあん・洋梨とみかん缶

親子丼・味噌汁・胡瓜と若
布の酢の物・黄桃入りゼ
リーホイップ

おにぎり・そば・白桃とぶ
どう

ハンバーグカレー・玉子
スープ・ポテトサラダ・白
桃とみかんのゼリー和え

うどん・南瓜煮・水菜サラ
ダ

ご飯・ニラ玉スープ・ジン
ギスカン・ポテトサラダ・
煮豆

夕
みんなで作ったカレーライ
ス・玉子スープ・とうきび

ご飯・お吸い物・肉じゃ
が・小松菜の胡麻和え・と
ころてん・ぶどう

ご飯・味噌汁・天ぷら（茄
子・ピーマン・南瓜・海
老）・たくあん

ご飯・味噌汁・すき焼き
煮・もやしと油揚げの酢
の物・黄桃

ご飯・味噌汁・竹輪と鱈の
フライ・もやしの赤魚和
え・たくあん

カツ丼・味噌汁・サラダう
どん・梨

ご飯・味噌汁・おでん風
煮・ほうれん草の胡麻和
え・茄子の豚肉巻き焼・ぶ
どう

15 16 17 18 19 20 21

朝

えんどう豆ご飯・味噌汁・
青海苔の佃煮・たらこマカ
ロニ・玉子豆腐・りんごの
甘煮

鶏釜飯・味噌汁・ベーコン
入スクランブルエッグ・ウ
インナー・煮豆・バナナ

ご飯・味噌汁・鶏肉と大根
と人参の煮物・胡瓜と若
布と玉ねぎの酢の物・伊
達巻き玉子

五目御飯・味噌汁・スパ
ゲティサラダ・漬物・煮し
め

鶏五目ごはん・味噌汁・
小松菜と油揚げの煮びた
し・スクランブルエッグ・納
豆

ご飯・味噌汁・ニラ玉・秋
刀魚の蒲焼・煮豆・青海
苔の佃煮

ご飯・味噌汁･南瓜茶巾・
春雨の中華炒め・大根と
天かまの煮物・バナナ

昼
あんかけ焼きそば・中華
スープ・パインとりんご

シーフードカレー・スープ・
かにのマカロニサラダ・ぶ
どう

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
もやしのなめ茸和え・胡
瓜の漬物・桃のゼリー寄
せ

おにぎり･ジャージャー
麺・白菜の梅肉和え

ナポリタン・ミネストロー
ネ・ポテトサラダ・梨

ちらし寿司・お吸い物・鮭
ボイル焼・揚げだし豆腐

きのこそば・おはぎ・とうき
び・りんご

夕

ご飯・豚汁・ほっけ西京漬
焼・ささぎとオホーツクの
ピーナッツ漬・たくあん・
桃

ご飯・味噌汁・おろし煮込
みハンバーグ・ほうれん
草の胡麻和え・パイン

ご飯・玉ねぎと玉子の
スープ・海老チリ・鱈の唐
揚げタルタルソースがけ・
梨

ご飯・きのこ汁・切干大
根・卯の花・大学芋・天ぷ
ら(海老・アスパラ・）

カツ丼・味噌汁・スパサラ
ダ・南瓜甘煮・たくあん

ご飯・味噌汁・塩鯖焼（大
根おろし・蜜柑添）・バン
バンジー・茄子とピーマン
の味噌炒め

ご飯・味噌汁・餃子・トマト
とブロッコリーのサラダ・
天かまと大根の煮物
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朝
ご飯・味噌汁・焼鮭・鶏肉
と大根の煮物・煮豆・茎若
布

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
白菜と玉子炒め・南瓜煮

ご飯・味噌汁・蕗と天かま
の煮物・ウインナー入りス
クランブルエッグ・うまみ
昆布・みかんヨーグルト

ひじき五目めし・味噌汁・
オムレツ・煮豆・いんげん
の煮物・黄桃

ご飯・味噌汁・糠秋刀魚
焼・玉子焼き・茎若布・白
菜のお浸し・みかん

ご飯・味噌汁・ハム入りス
クランブルエッグ・ミニハ
ンバーグ・煮豆

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
煮豆・厚焼き玉子・柿

昼
焼そば・スープ・若布おに
ぎり・胡瓜の漬物・コーン
とハムのサラダ

混ぜ込み稲荷・そうめん
汁・梨

カレーライス・玉子スー
プ・茄子とピーマンの味噌
炒め・キャベツとシーチキ
ンのサラダ

お稲荷さん・味噌汁・焼
ほっけ・南瓜団子

温そば・生姜ご飯・フルー
ツヨーグルト

醤油ラーメン・ミニおにぎ
り・南瓜甘煮・桃缶とバナ
ナ

カツカレー・玉子とベーコ
ンのスープ・胡瓜と若布と
オホーツクの酢の物

夕
豚丼・味噌汁・湯豆腐・な
ま酢

ご飯・寄せ鍋・ポテトサラ
ダ・フルーツのゼリー寄せ

ご飯・豚汁・コロッケ(トマト
添）・かに玉・キャベツの
梅肉和え

ご飯・味噌汁・味噌味とん
かつ・ひじきの炒め煮・さ
つま芋煮

ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
の煮物・ほうれん草のな
め茸和え・キャベツの揚
げ炒め

中華丼・味噌汁・胡瓜とツ
ナの和風サラダ・里芋の
煮物

はらこ飯・味噌汁・ほうれ
ん草の胡麻和え・蕗の煮
物

29 30 31

朝
鮭五目御飯・豚汁・煮豆・
洋梨

ご飯・味噌汁・ほっけの西
京漬焼・いんげんの胡麻
和え・舞茸とベーコンのバ
ター炒め・昆布巻き

昼
天ぷらそば・南瓜の甘煮・
大根と胡瓜の梅肉和え

煮込みうどん・おにぎり・
山菜の炒め煮・柿とバナ
ナのゼリー和え

夕
ご飯・かにすり身汁・ナポ
リタンスパ・焼ほっけ・ささ
げの天かま煮・たくあん

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
麻婆豆腐・ブナピー入ス
クランブルエッグ・漬物

グループホームアウル 　９月　献立表
アウルⅠ


