
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

朝
おじや・味噌汁・胡瓜のサ
ラダ・杏仁豆腐

ご飯・味噌汁・野菜入り納
豆煮豆・肉じゃが

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
サンマ焼魚・漬物・パイ
ナップルヨーグルト

ご飯･味噌汁・フキと油揚
げの煮物・ウィンナー入り
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・白桃入りフ
ルーチェ

昼

天丼(海老、ピーマン、キ
ノコ、玉葱)・味噌汁・マカ
ロニサラダ・白桃と杏仁
豆腐

ご飯･豚汁･ホッケ焼魚・
小松菜のなめ茸和え・た
くあん

ご飯･味噌汁・煮込ハン
バーグ・長芋の肉梅和
え・わさび野沢菜付け・ス
ウｲートパンプキン

親子丼・味噌汁・スパゲッ
テｲサラダ・柿

夕
ご飯・味噌汁・生姜焼・ト
マトと生ハムのサラダ・か
ぶと胡瓜の漬物

ご飯･味噌汁・鶏の唐揚
げ・漬物・ふろふき大根・
かぼちゃ煮

ご飯･味噌汁・タラのフラ
イ･かぼちゃの煮物・胡瓜
の漬物・りんご

ご飯･味噌汁･赤魚の粕漬
け煮物・煮豆

5 6 7 8 9 10 11

朝
おじや・味噌汁・ベーコン
とウィンナー炒め・胡瓜と
茄子たくあん

キノコと鶏肉のだしたきご
飯味噌汁・チーズ入り玉
子焼き・豆腐サラダ

鮭雑炊・味噌汁・ベーコン
入りｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・かぼ
ちゃ煮

ご飯･味噌汁・かぼちゃの
煮漬け・茄子の炒め物・
胡瓜とハムのサラダ

ご飯･味噌汁・スクランブ
ルｴｯｸﾞ・肉じゃが・かぼ
ちゃ

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マン、豚肉の味噌炒め・
えのきと人参の玉子とじ・
メロンフルーチェ

おじや・味噌汁・わかさぎ
の佃煮・煮豆

昼

ナポリタンスパゲッテｲ・き
のこスープ・かぼちゃと
じゃが芋、ﾌﾞﾛｯｺﾘのサラ
ダ

マグロ、サーモン、海老漬
け丼・味噌汁・生酢・りん
ご

カレーライス・玉子スー
プ・水菜とハムのサラダ・
パイナップルフルーチェ

カレーうどんorそば・もや
しの酢の物・黄桃

ご飯・味噌汁・粕漬サンマ
焼ごぼうと豚肉の炒め
物・イカと玉葱の酢味噌
和え・紫蘇実漬け

炊き込み海老ピラフ・チン
ゲン菜のスープ・茄子の
コチュジャン、チーズ焼・
胡瓜と大根の紫蘇の実和
え・スイートポテト

親子丼・味噌汁・かぼちゃ
のサラダ・胡瓜の漬物

夕
ご飯・シチュー・コロッケ(ト
マト添え)・キャベツ、胡
瓜、りんごサラダ

ご飯・コンソメスープ・ハン
バーグ・鶏のササミサラ
ダ

ご飯･味噌汁･焼餃子・玉
子豆腐・胡瓜とカニカマの
酢の物

ご飯・味噌汁・鶏の照焼
き・ほうれん草のなめたけ
和え・煮りんご

ご飯･味噌汁・ピーマンの
肉詰・ポテトサラダ・たくあ
ん

ご飯・味噌鍋・胡瓜の漬
物

ご飯・味噌汁・白菜蒸し・
煮豆・胡瓜サラダ
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朝
ご飯･味噌汁･かぼちゃ
煮・昆布・胡瓜サラダ・み
かんヨーグルト

しらすご飯・味噌汁・フ
ルーツヨーグルト・大根と
天カマの煮物・キャベツ
の漬物

ご飯･味噌汁･目玉焼き・
煮豆・水菜のサラダ

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・大学芋・鶏つくね

ご飯･味噌汁・小松菜と油
揚げの煮浸し・ベーコン
入りｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・紅じゃ
こ

ご飯･味噌汁・鮭焼魚・天
カマとフキの煮物・ほうれ
ん草、人参、玉子炒め

ご飯･味噌汁･焼魚・長芋
の煮物・煮豆

昼
そば飯・舞茸スープ・麻婆
豆腐・たくあん

豚丼（ゴボウ沢山)・味噌
汁・もやしと油揚げの酢
の物・みかん

カレーライス･コンソメスー
プ・ニラ玉炒め・フルー
チェ

ご飯・味噌汁・肉巻き・人
参のきんぴら・胡瓜とラッ
キョの酢の物・柿

煮込みうどん・鮭とワカメ
の混ぜ込みおにぎり・胡
瓜のサラダ・フルーチェ

親子丼・味噌汁・胡瓜、ワ
カメの酢の物・パインゼ
リー和え

稲荷寿司・そば

夕

ご飯・ワカメと玉子のスー
プトマトの煮込みハン
バーグ・ブロッコリーとハ
ムのサラダ

ご飯・味噌汁・鯖焼魚・ふ
きの煮物・たくあん

ご飯･味噌汁・野菜炒め・
白菜煮・梅干サラダ

ご飯・味噌汁・ホッケのみ
りん漬け焼・ほうれん草
の胡麻和え・ひじきの煮
物・煮豆

ご飯・味噌汁・豚肉と白菜
の中華炒め・ポテトサラ
ダ・白桃、パイン

カレーライス・玉子スー
プ・白菜のサラダ

カツ丼・味噌汁・生酢・白
桃、みかん

19 20 21 22 23 24 25

朝
ご飯･味噌汁･大根、人
参、鶏肉の煮物・玉子焼・
黄桃ヨーグルト

ご飯･味噌汁・ウィンナー
入りｽｸﾗﾝﾌﾞｴｯｸﾞ・ほうれ
ん草の和え物・漬物

ご飯･味噌汁・かぼちゃ
煮・煮豆・しいたけ焼・茄
子の漬物

ご飯･味噌汁･じゃが芋と
天カマの煮物・鮭焼魚・昆
布の佃煮

ご飯・味噌汁・ホッケの焼
魚茄子、ピーマンの味噌
炒め・玉子焼き・梅干

ご飯･味噌汁・目玉焼き・
長いもの梅肉和え・ラッ
キョ・ソーセージ

ご飯･味噌汁･ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯ
ｸﾞ・ウィンナー・にしん切り
込み・もずく・桃ヨーグルト

昼
炒飯・味噌汁・おでん・鶏
ササミと胡瓜のポン酢和
え

ご飯･ニラ玉スープ・餃
子・紫蘇の実漬け・ほうれ
ん草としらすの胡麻和
え・、みかん

きのこパスタ・ポトフ・さつ
ま芋のサラダ

ご飯・シチュー・胡瓜のサ
ラダ

具沢山うどん(鶏肉、人
参、玉葱、ごぼう、長ネ
ギ、なると)・お稲荷さん・
みかん

ご飯･味噌汁・ハンバー
グ・かぼちゃの煮物・煮豆

ゴボウ入りきのこそば・ほ
うれん草のしらす和え・お
稲荷さん・ぶどう

夕
キノコと生姜ご飯・味噌
汁・漬物・大根と生揚げの
煮物

ご飯･味噌汁・海老フライ・
野菜炒め・胡瓜の漬物

牛丼・味噌汁・ブロッコ
リーサラダ・白菜のお浸し

ご飯･味噌汁・さつま芋
煮・さんまの蒲焼・漬物

ご飯･味噌汁・肉野菜炒
め・ひじきの煮物・黄桃

ご飯・味噌汁・お刺身(海
老、マグロ、カレイ、サー
モン)・オニオンコロッケ・
梨

ご飯・御吸い物・和風豆
腐ハンバーグ・さつま芋
サラダ・もずくと春雨の酢
の物

26 27 28 29 30 31

朝
生姜雑炊・味噌汁・かぼ
ちゃ煮・りんご

ご飯・味噌汁・大根、人
参、天カマの煮物・納豆・
ほうれん草のお浸し

おじや・味噌汁・伊達巻・
煮豆・たくあん

ご飯・味噌汁・鶏肉トマッ
シュルームのトマト煮・
ベーコン、しいたけ、ペン
ネのジンジャーソース・か
ぼちゃ煮

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・かぼちゃの甘煮・たく
あん・フルーツヨーグルト
和え

ご飯･味噌汁･鮭焼魚･紫
蘇巻き･オホーツク・ほう
れん草と茄子のお浸し

昼

ご飯・味噌汁・天ぷら(海
老、茄子、ピーマン)･マカ
ロニサラダ・水菜のトビッ
コ和え

豚丼･すり身汁・ポテトサ
ラダ・もやしと油揚げ・胡
瓜の酢の物

カレーラーメン・ほうれん
草なめ茸和え・オレンジ

煮込みうどん・紫蘇入りお
にぎり・みかんヨーグルト

ご飯・味噌汁・鮭ちゃん
ちゃん焼・オレンジ・たくあ
ん

親子丼･味噌汁･ワカメと
胡瓜の酢の物・たくあん

夕
ご飯･味噌汁・タラのムニ
エル・ひじきの煮物・長芋
と胡瓜のサラダ

ご飯･味噌汁・焼うどん・フ
ルーツポンチ

ソースカツ丼・味噌汁・白
菜とカブの漬物・みかん

ご飯・味噌汁・鉄板焼(焼
そば)

牛丼・味噌汁・ささぎ胡麻
和え・みかんヨーグルト

ご飯･醤油鍋(餃子入り)・
ささぎ、はんぺんの炒め
物・洋梨

グループホームアウル １０月　献立表
アウルⅠ


