
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・おふくろ煮・
さんまの蒲焼・ほうれん
草のなめ茸和え・たくあん

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・かぼちゃ煮・漬物・煮
豆

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・天カマと大根の煮物・
昆布

昼
野菜塩ラーメン・おにぎ
り・黄桃、白桃

カレーライス・ポトフ・マカ
ロニサラダ

ツナとキャベツのパスタ・
トマトスープ・水菜とハム
のサラダ・フキと天カマの
煮物

夕
ご飯・味噌汁・大根とツナ
の煮物・春巻き

ご飯・味噌汁・サンマの蒲
焼・肉じゃが・柿

ご飯・味噌汁・胡瓜の胡
麻和え・野菜炒め・フルー
チェ
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朝
ご飯・味噌汁・サンマ焼
魚・とろろ納豆・漬物・ほう
れん草炒め

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・鶏そぼろ入りかぼちゃ
煮・漬物

炊き込み鶏五目ご飯・味
噌汁・さつま芋のサラダ・
胡瓜の漬物

ご飯・味噌汁・ハムエッ
グ・のりの佃煮・煮豆・漬
物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ウィンナー・鶏肉、大根の
煮物

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・ホッケ焼魚・納豆・漬
物

ご飯・味噌汁・大根、豚肉
の煮物・きんぴらごぼう・
ほうれん草のお浸し

昼
鶏五目うどん・ブロッコ
リーサラダ・梨、りんご

豚丼・味噌汁・ﾎﾟﾃﾄサラ
ダ・ミックスフルーツ

温そば・おにぎり・たくあ
ん

ご飯・豚汁・マカロニサラ
ダ・紫蘇昆布・佃煮とちく
わ和え・煮りんご

カツ丼・味噌汁・八朔
カレーライス・玉子スー
プ・フルーツヨーグルト

親子丼・春雨スープ・かぼ
ちゃの煮物

夕
三色丼・味噌汁・ゴーヤ
チャンプル・ひじき煮

キーマカレー・ベーコン
スープ・ワカメサラダ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ、大根おろし付き・黄桃

ご飯・味噌汁・春巻き・グ
ラタン・りんご

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・た
くあん・揚げ、豚肉カレー
炒めふかし芋

マグロ、サーモン、フクラ
ハギの漬丼・味噌汁・マカ
ロニサラダ・チキンナゲッ
ト・トマト

ご飯・味噌汁・天ぷら(ﾋﾟｰ
ﾏﾝ、ｴﾋﾞ、ちくわ、紅生
姜)・ラーメンサラダ・ﾆﾗの
ナムル
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朝
ご飯・味噌汁・カスベの煮
漬け・シューマイ・小松菜
炒め煮豆

ご飯・すり身汁・豚肉と玉
子の炒め物・納豆・中華く
らげ

ご飯･味噌汁･ウィンナー
入りスクランブルエッグ・
お袋煮・かぼちゃ煮

ご飯･味噌汁･焼魚・もず
く・ほうれん草のお浸し・
揚げ焼

ご飯･味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ウィンナー・胡
瓜とツナのマヨ和え・べっ
たら漬け

栗ご飯･味噌汁･漬物・だ
し巻き玉子・ぶどう

ご飯･味噌汁・玉子焼き・
シュウマイ・ナルト煮・たく
あん・キウイ

昼
海鮮丸(天ぷらそば・茶碗
蒸し、御吸い物)

野菜たっぷり塩ラーメン・
おにぎり・煮豆・八朔

大根おろしとツナの和風
パスタ・ハムと胡瓜のサラ
ダ・梨

カレーうどん・きくらげの
胡麻サラダ・フルーツヨー
グルト

豚丼･味噌汁・レタスサラ
ダもずく酢

ご飯･味噌汁・マグロのや
まかけ・ﾎﾟﾃﾄサラダ・白菜
のお浸し・揚げ芋

ミートスパゲッテイ・大根、
水菜サラダ・コンソメスー
プ

夕
キーマーカレー・コンソメ
スープ・春雨サラダ・かぼ
ちゃ甘煮・柿

ご飯・味噌汁･唐揚げ・春
雨の酢の物・ﾎﾟﾃﾄサラダ

オムライス・揚げ芋・かぼ
ちゃ団子・スープ

鶏五目ご飯・味噌汁・フキ
と天カマの煮物・ぶどう

カレーライス・玉子スー
プ・マカロニサラダ

牛丼･味噌汁・白菜のお
浸しみかんヨーグルト

ご飯･味噌汁・キャベツと
トマトのサラダ・ハンバー
グ・フルーチェ
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朝
ご飯･味噌汁・かぼちゃ
煮・漬物・たくあん・いちご
ヨーグルト

舞茸と鮭の炊き込みご
飯・味噌汁・ニラの厚焼き
玉子・漬物・紫蘇味噌

ご飯･味噌汁･スクランブ
ルエッグ･かぼちゃ煮・ほ
うれん草のお浸し・ツナ胡
瓜サラダ

ご飯･味噌汁･かぼちゃの
そぼろあんかけ・ほうれ
ん草としめじの炒め物・た
くあん

ご飯･味噌汁・さつま芋
煮・おくら、めかぶ・ｼｭｳﾏ
ｲ・カスベ煮

ご飯・味噌汁・納豆・ホッ
ケ焼魚・スクランブルエッ
グ・レタスサラダ

ご飯・味噌汁・いなだの照
焼き・きんぴらごぼう・煮
豆

昼
キーマカレー・ポトフ・マカ
ロニサラダ・ミカンゼリー

ピラフ・シチュー・マカロニ
サラダ・いちごヨーグルト
和え

おにぎり・讃岐うどん・漬
物

炊き込みご飯・味噌汁・漬
物・ラーメンサラダ・茄子
とﾋﾟｰﾏﾝの揚げ浸し

鶏五目うどん・おにぎり・
中華サラダ・梨

焼そば・梅紫蘇おにぎり・
舞茸と玉子のスープ

唐揚げカレー・中華スー
プ・大根、人参、胡瓜のサ
ラダ

夕
鮭とわかめのおにぎり・漬
物・冷麦・かぼちゃ煮・り
んご

ご飯･味噌汁・餃子・麻婆
茄子・たくあん・旨み昆布

ご飯･味噌汁･大根の煮
物・赤魚焼魚・切昆布

中華丼・玉子スープ・生ハ
ムのサラダ

カツ丼・きのこ汁・春雨サ
ラダ

ご飯・味噌汁・酢豚・ササ
ミと胡瓜の中華サラダ・フ
キと竹の子の煮物

生チラシ・水餃子・ワカメ
とネギのサラダ・エビチリ
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朝
ご飯・味噌汁・シーチキン
入り玉子焼き・肉じゃが・
納豆胡瓜と大根の浅漬け

ご飯・味噌汁･大根と天カ
マの煮物・ほうれん草とツ
ナのぽん酢和え・スクラン
ブルエッグ

ご飯･味噌汁･鮭焼魚・里
芋の煮物・ほうれん草の
なめ茸和え

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・かぼちゃの煮物・茄子
とﾋﾟｰﾏﾝの味噌炒め

ご飯・味噌汁・数の子わさ
びさつま芋煮・スクランブ
ルエッグ・鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・ほ
うれん草のお浸し・玉子
焼き・納豆

ご飯･味噌汁・たくあん・サ
ンマ焼魚・目玉焼き・かぼ
ちゃ煮

昼
ミートスパゲッテイ・コンソ
メスープ・ﾎﾟﾃﾄサラダ・黄
桃、洋梨

ご飯・玉子スープ・ホイ
コーロー・麻婆茄子・レタ
ス、トマトサラダ

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き大根煮・生酢・柿

ミートスパゲテイ・コンソメ
スープ・巨峰ぶどう

カレーライス・しめじと玉
子のスープ・寒天と中華く
らげのサラダ

そばめし・塩から揚げ・
スープ・柿

塩ラーメン・梅紫蘇おにぎ
り・白菜のお浸し

夕
ご飯・味噌汁・煮物・大根
サラダ・柿

ご飯・味噌汁・イタリアン
ラーメン・大学芋・焼魚

焼き鳥丼・味噌汁・きんぴ
らごぼう・白菜のお浸し

チキンﾗｲｽ・ワカメスープ・
水菜とレタスのサラダ・チ
キンナゲット・みかん

稲荷寿司・うどん・ﾎﾟﾃﾄサ
ラダ・煮〆

炊き込みご飯・豚汁・煮こ
みハンバーグ

ご飯･味噌汁･ほうれん草
と豚肉の炒め物・ツナと
胡瓜のサラダ・桃

グループホームアウル １０月　献立表
アウルⅠ


