
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝

ご飯・味噌汁・チキンマヨ
ネーズカツ・切り干し大
根・ベーコンエッグ・さつま
芋煮

おじや・味噌汁・大根の煮
物マカロニサラダ・目玉焼
き

昼

ご飯・味噌汁・サンマ揚げ
甘酢あんかけ・鶏のから
揚げ・胡瓜とみかんの酢
の物

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
コロッケ・鮭のムニエル・
マカロニサラダ

夕
生姜焼き丼・味噌汁・か
ぶの煮物・ほうれん草の
胡麻和えたくあん

ご飯・味噌汁・かき揚げ
丼・トビッコ胡瓜和え・南
瓜きんとん・カスべと大根
の煮物・トマト
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・筑前煮・たらこ・
だし巻き卵・ひじき煮・パ
イン

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・南瓜の煮物・大根サ
ラダ

ご飯・味噌汁・玉子豆腐・
胡瓜の浅漬け・シュウマ
イ・きのこの煮物・じゃが
芋とウィンナーのマヨ炒め

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
紅鮭・ソーセージ、ピーマ
ン炒め・目玉焼き・切り干
し大根

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・里芋の煮物・うず
らのスコッチエッグ

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・茄子の味噌炒め・大
根サラダ

ご飯・味噌汁・ベーコン
エッグ・シュウマイ・切り干
し大根・南瓜の煮物

昼
そうめん・稲荷寿司・大根
と人参の煮物・胡瓜とレタ
スのｻﾗﾀﾞ

海老丼・豆腐とコーンの
揚げ出し・煮豆・昆布佃
煮・野菜スープ

カレーライス・マカロニサ
ラダ・味噌汁・桃とトマトの
フルーツ

カレーライス・玉葱、人参
スープ・コロッケ・野菜サ
ラダ・みかん

ご飯・春雨スープ・ｻﾗﾀﾞと
クリームコロッケ・茄子とト
マト炒めのオイスターソー
ス・冷しゃぶ・桃

おにぎり・玉子のスープ・
きのことトマトのスパゲッ
ティ・大根のあんかけ・か
ら揚げ胡瓜とみかんのｻﾗ
ﾀﾞ

炒飯・ラーメン・エビの天
ぷら・漬物

夕
はらこ飯・味噌汁・子和
え・白菜のなめ茸和え・胡
瓜の酢の物

ご飯・味噌汁・さつま芋の
甘煮・シーチキンとネギの
ｻﾗﾀﾞ・豚肉とキャベツの
味噌炒め・フルーツ

ご飯・味噌汁・焼きそば・
青紫蘇・白菜の煮びたし・
カレーコロッケ・肉じゃが・
ぶどう

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
餃子・すき焼き風豆腐

うな丼・豚汁・長いもの梅
肉和え・かぶの煮物

ご飯・味噌汁・レタスと挽
肉の炒め物・茄子の蒸し
焼き大根の煮物・胡瓜と
ツナのｻﾗﾀﾞ・フルーツ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
漬物・煮豆・カニカマ・トマ
ト
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朝

ご飯・味噌汁・茄子、ピー
マンのオイスター炒め・
鯖、ふき煮・目玉焼き・か
ぼちゃ甘煮あんかけ

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・トマト・野菜入り玉子
焼き・煮豆

ご飯・味噌汁・ハムエッ
グ・牛肉コロッケ・ひじき
煮・梨

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・南瓜の煮物・インゲン
のｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・パン・酢豚
風肉団子・インゲンの煮
物・ほうれん草の胡麻和
え

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・大根の煮物・白菜の
なめ茸和え

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・目玉焼き・南瓜
の甘煮・煮豆・すじこ・ひじ
き煮

昼
キーマカレー・玉子付き・
フルーツポンチ・フライド
ポテトスープ

ご飯・味噌汁・茄子と鶏肉
の醤油炒め・大根の煮付
け・白菜のお浸し

オムライス・味噌汁・ポテ
トサラダ・豚しゃぶ・みか
ん

おにぎり・ソーメン・胡瓜ｻ
ﾗﾀﾞ・ほうれん草の煮付
け・フルーツ

ご飯・スープ・タラときのこ
焼き・さつま芋とベーコン
炒め煮豆・フルーツ

ご飯・味噌汁・デミグラス
ハンバーグ・キャベツと
ピーマンの昆布炒め・さ
つま芋のｻﾗﾀﾞ・フルーツ

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンの味噌炒め・冷しゃ
ぶ・トマトと胡瓜のｻﾗﾀﾞ・
里芋と天ぷらの煮物

夕
ご飯・味噌汁・揚げ出し豆
腐野菜とエビの煮びたし・
ほうれん草の白和え

ご飯・味噌汁・炒め大根・
さつま芋煮・キャベツと
シーチキンサラダ

稲荷寿司・コンソメスー
プ・キャベツ、ベーコンの
ペペロンチーノ・フルーツ
ポンチ

炒飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・ゆで卵・煮豆

おにぎり・味噌ラーメン・
餃子・煮豆

海老カレー・味噌汁・マン
ダリン・バナナ・煮豆

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
タラのフライとピーマン
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朝
ご飯・味噌汁・南瓜のあ
んかけ煮・ほうれん草の
お浸し・ウィンナー

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・スクランブルエッグ・切
り干し大根・じゃが芋と
ベーコンの和え物

おじや・味噌汁・スパゲ
ティｻﾗﾀﾞ・粕漬け焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
焼き魚・南瓜の甘煮・茄
子、ピーマンのオイスター
炒め切り干し大根・トマト
の甘煮

ご飯・味噌汁・すり身とネ
ギの甘酢ミートボール・か
に玉煮豆

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・ほうれん草の胡麻和
え・だし巻き卵・胡瓜の酢
の物・筑前煮・南瓜の甘
煮

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
里芋の煮物・シーチキン
サラダ・たくあん

昼
ドライカレー・コロッケ・野
菜スープ・おでん風煮物・
ブロッコリー・みかん

チラシ寿司・お吸い物・南
瓜団子・入り豆腐・みか
ん、桃

ご飯・味噌汁・トンカツ・野
菜サラダ・春雨の野菜炒
め・フルーツ

おにぎり・冷やし中華紫
蘇味噌カレー・ポテトサラ
ダ・唐揚げ・トマトスープ・
フルーツ

カレーライス・すり身汁・
ほうれん草の胡麻和え・
煮豆・みかんゼリー

カレーライス・玉子スー
プ・ブロッコリーとツナのｻ
ﾗﾀﾞ・フルーツポンチ

おにぎり・塩ラーメン・さつ
ま芋の煮物・茄子と挽肉
の炒め物・トマト、枝豆

夕
ご飯・味噌汁・豚肉の韓
国風炒め・南瓜の煮物・
茄子の煮びたし

混ぜご飯・味噌汁・すき焼
き煮豆

ご飯・味噌汁・コロッケ・ト
マト・うなぎ・大根煮

ご飯・味噌汁・きのこソー
スのハンバーグ・ポテトサ
ラダ・小松菜と天カマ炒め

ご飯・味噌汁・豚肉のきの
こ巻き・ニラのあんかけ・
鯖焼き・さつまいもサラダ

ご飯・味噌汁・鯖と野菜炒
め・ポテトサラダ・茄子と
鶏のあんかけ

ご飯・味噌汁・コロッケ・白
菜の煮物・玉葱とシーチ
キンサラダフルーツ
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朝

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・切り干し大根・ハムカ
ツ・スクランブルエッグ・バ
ナナ

はらこ飯・味噌汁・南瓜の
煮物・ニラのｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖塩
焼き・ウィンナー・芋、白
滝煮・だし巻き卵・大根、
人参、ひじき煮

ご飯・味噌汁・ささみチー
ズカツ・ハムスクランブル
エッグ・胡瓜の酢の物・切
り干し大根

鶏五目御飯・味噌汁・大
根の煮物・レタス、胡瓜の
ｻﾗﾀﾞ煮物

ご飯・スープ・肉団子と茄
子炒め・鮭焼き魚・カニカ
マ

ご飯・味噌汁・ひじき煮・コ
ロッケ・玉子とキャベツの
炒め物・豆腐と茄子の揚
げびたし

昼
天津飯・味噌汁・蕗、筍
煮・味噌おでん・トマト・
キャベツｻﾗﾀﾞ

エビフライカレー・玉子
スープ・野菜サラダ・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・ハムチーズ
コロッケ・ほうれん草ベー
コンｻﾗﾀﾞ・大根と胡瓜のｻ
ﾗﾀﾞ・豚肉の生姜焼き

おにぎり・塩ラーメン・唐
揚げ・玉葱、胡瓜、みか
んの酢の物・ソーセージ、
ピーマンの塩昆布炒め

ご飯・玉子スープ・肉じゃ
が・サンマ蒲焼き・ポテト
サラダ・バナナ、桃

カレーライス・コーンスー
プ・野菜の和え物・メンチ
カツ・黄桃

ご飯・味噌汁・海鮮野菜
炒め玉子焼き・佃煮・ほっ
け焼き魚・春雨の胡麻和
え

夕
生姜焼き丼・味噌汁・大
根の煮物・ほうれん草胡
麻和え

ご飯・味噌汁・焼きそば・
ポテトサラダ・中華もや
し・コロッケ

ご飯・味噌汁・トマトの砂
糖漬け・白菜とちくわの生
姜和え・大根と豚肉の醤
油炒め・ほうれん草胡麻
和え

ご飯・味噌汁・餃子・茄子
炒め・たくあん・ほうれん
草のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・切り干し大根・ぶ
どう

ご飯・味噌汁・蒸茄子・胡
瓜の酢の物・肉キャベツ・
パイナップル

ご飯・味噌汁・おでん・白
菜のお浸し・麻婆豆腐

グループホームアウル 　９月　献立表
アウルⅠ


