
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・ほっけ焼き
魚・和風照り焼き・ポテト
サラダ・ソーセジとピーマ
ン炒め・みかん

ご飯・味噌汁・カニクリー
ムコロッケ・鮭焼き魚・ス
クランブルエッグ・ポテト
サラダ・切り干し大根

ご飯・スープ・ミートボー
ル・コーンバター・ささみ
のチーズ煮込み・フルー
ツ・もやし和え・煮豆

昼

ご飯・味噌汁・唐揚げの
野菜あんかけ・大根と人
参の煮物・ブロッコリーサ
ラダ

混ぜご飯・生姜汁・胡瓜、
トビッコ和え・黒豆・大根
の煮物・柿

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・切昆布と天カマの
煮物もやしサラダ

夕
エビとじ丼・味噌汁・煮
豆・カニカマ・大根と挽肉
の煮物

三食丼・味噌汁・煮豆・あ
んかけ野菜炒め

カレーライス・玉子スー
プ・玉子豆腐・ほうれん草
の胡麻和え・さつま芋の
煮物・ゼリー
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朝

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・煮豆・ピーマン、ベー
コン炒め・切り干し大根・
シュウマイ・南瓜コロッケ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
鯖の味噌煮・胡瓜とカニ
カマｻﾗﾀﾞ・煮豆・茄子の煮
びたし

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・漬物・紅鮭焼き魚・ク
リームコロッケ・黄桃

鮭ご飯・味噌汁・照り焼き
チキン・スクランブルエッ
グ・湯で茄子のカツオか
け・煮豆

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・里芋の煮物・玉子焼
き・茄子と挽肉炒め煮・み
かん

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の卵とじ・南瓜コロッケ・さ
んまの蒲焼き・煮豆・みか
ん

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・豚肉炒め・ポテトサラ
ダ・シュウマイ・ピーマン、
ウィンナー炒め・ホワイト
アスパラ

昼
お寿司・おしるこ・漬物・
雑煮

炒飯・塩ラーメン・ポテト
サラダ・ほうれん草のお
浸し・漬物

焼きそば・おにぎり・イン
ゲンの胡麻和え・エビチリ

ご飯・味噌汁・チーズハン
バーグ・ほうれん草のな
め茸和え・南瓜の煮物

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・生ハムとミニトマ
トサラダ・蕗の煮物

ご飯・ワカメスープ・スコッ
チエッグ・マカロニサラダ・
バナナ、みかん

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
ほうれん草の胡麻和え・
大根と人参の煮物

夕

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・煮豆・ピーマン、ベー
コン炒め・切り干し大根・
シュウマイ・南瓜コロッケ
シチュー・キャベツサラ
ダ・みかん

豚丼・味噌汁・ニラ玉・たく
あん・柿

カレーライス・キャベツとト
マトの和え物・スープ・フ
ルーツ

ピラフ・味噌汁・スペイン
風オムレツ・鶏肉の照り
焼き煮豆

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草とベーコン炒
め・胡瓜とカニカマｻﾗﾀﾞ

マグロ漬け丼・味噌汁・胡
瓜、カニカマ、トビッコ和
え・里芋、人参の煮物

かき揚げうどん・鶏てんあ
んかけ・おにぎり・煮豆
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朝

ご飯・コーンスープ・スク
ランブルエッグ・鮭ほぐし・
挽肉と玉葱の炒め物・冷
奴・煮豆

ご飯・味噌汁・さんまの甘
露煮・ピーマンとソーセー
ジの炒め物・ポテトサラ
ダ・玉子焼き・みかん

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・大根と里芋の煮物・茄
子炒め・ほうれん草の玉
子炒め

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・茄子焼き・オムレツ・
シュウマイ・ウィンナー炒
め

ご飯・味噌汁・ウィンナー
のケチャップ炒め・スクラ
ンブルエッグ・黒豆・茄子
焼き・くらげ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・スクランブルエッグ・
ほうれん草とベーコン炒
め物・天カマ・煮豆・みか
ん

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンの味噌炒め・粗挽き
ステーキ・南瓜コロッケ・
目玉焼き・黄桃

昼
ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンの醤油炒め・芋団子・
大根と鯖の味噌煮

野菜塩ラーメン・お稲荷さ
ん南瓜の煮物・インゲンと
舞茸の卵とじ

ご飯・つみれ汁・大根と人
参のあんかけ・生姜焼き・
パスタｻﾗﾀﾞ

カレーライス・玉子スー
プ・南瓜の煮物・りんご

温冷や麦・かぶとはんぺ
んの煮物・稲荷寿司・ブ
ロッコリー

ご飯・味噌汁・えびちり・
牛ステーキ野菜あんか
け・南瓜

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草のなめ茸和
え・もやしのナムル・みか
ん

夕
カレーライス・ほうれん草
のお浸し・玉子スープ・煮
豆

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ポテトサラダ・み
かん、バナナ

生チラシ寿司・味噌汁・柿
二色丼・スープ・煮豆・さ
つま芋ｻﾗﾀﾞ・みかん

親子丼・味噌汁・大根とツ
ナの煮物・柿

豚丼・味噌汁・切昆布と天
カマの炒め物・人参しりし
り

カレー・スープ・春雨サラ
ダブロッコリー
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朝

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・茄子の煮びたし・玉子
焼き・天カマとピーマン炒
め

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・大根の煮物・コロッ
ケ、ブロッコリーの炒め
物・さつま芋のｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
スクランブルエッグ・えの
き、ベーコン炒め・南瓜の
煮物・みかん

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚ポテトサラダ・ピーマン
とソーセージの炒め物・
黄桃・シュウマイ

鮭ご飯・味噌汁・大根とは
んぺんの煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・鮭・里芋
煮・ポテトサラダ・ゆり根
の煮物玉子焼き

ご飯・味噌汁・粗挽きス
テーキ・ほうれん草のな
め茸和え・あんぽ柿・鮭・
煮豆

昼
ご飯・玉子スープ・ハン
バーグ・ニラの卵とじ・蕗
の煮物バナナ、りんご

オムライス・スープ・大根
の肉巻き・ポテトサラダ・
ほうれん草の胡麻和え・
フルーツ

ご飯・味噌汁・コロッケ・
キャベツｻﾗﾀﾞ・ほうれん草
としめじ炒め・みかん

かき揚げうどん・おにぎ
り・里芋の煮物・大根の煮
物

ご飯・玉子スープ・南瓜の
煮物・茄子とピーマンの
醤油炒め・胡瓜とハムの
ｻﾗﾀﾞ・柿

カレーライス・フルーツポ
ンチ

ご飯・味噌汁・チキンの
チーズあんかけ・胡瓜の
酢の物みかん

夕
海鮮丼・ワカメと天カマの
炒め物・南瓜の煮物・つ
みれ汁

中華丼・味噌汁・玉葱ｻﾗ
ﾀﾞ大学芋

ご飯・味噌汁・鶏肉のケ
チャップ炒め・白菜のお浸
しさつま芋の煮物・フルー
ツポンチ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
ほうれん草の和え物・胡
瓜の奈良漬け

ご飯・味噌汁・しゃぶしゃ
ぶｻﾗﾀﾞ・マグロ漬け・大根
の煮物・スペイン風オム
レツ

ご飯・スープ・チキンサラ
ダ酢鶏・カスべのあんか
け煮付け

海鮮丼・白菜のお浸し・味
噌汁・ラーメンサラダ

25 26 27 28 29 30

朝

ご飯・味噌汁・ウィンナー
とネギの炒め物・塩サバ・
クリームコロッケ・ポテト
サラダ・みかん

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・茄子とウィン
ナーの味噌炒め・シュウ
マイ・さつま芋の甘煮

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚茄子の味噌炒め・春雨
サラダ

ご飯・中華スープ・スクラ
ンブルエッグ・ウィンナー
のケチャップ炒め・鯖のほ
ぐし焼き・バナナ・みかん

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・鯖の味噌煮・ハ
ンバーグ・ベーコンとホウ
レン草炒め・天カマとナル
トの煮物

ご飯・味噌汁・ニシンのし
ぐれ煮・ポテトサラダ・ク
リームコロッケ・茄子と
ピーマンのオイスターソー
ス炒め

昼
焼きそば・おにぎり・肉
じゃが・もやしサラダ・味
噌汁

カレーライス・麻婆チー
ズ・スープ・みかん

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・キャベツと天カマの醤
油炒め・ポテトサラダ・フ
ルーツポンチ

そぼろご飯・味噌汁・人参
しりしり・とろろ芋

おにぎり・天ぷらうどんor
天ぷらそば・大根と人参
の煮物・もやしと胡瓜のレ
モン・ｻﾗﾀﾞ

肉味噌ラーメン・南瓜の
煮付け・おにぎり・もやし
と胡瓜の和え物・みかん

夕
親子丼・味噌汁・餃子・ほ
うれん草の胡麻和え・煮
豆・桃

ご飯・味噌汁・宗八焼き
魚・大根サラダ・南瓜の煮
物

ご飯・スープ・ペンネ・ほう
れん草和え・フルーツポ
ンチ

ご飯・味噌汁・豚肉の
オーロラソース炒め・水餃
子のあんかけ・マカロニ
サラダ

カレーライス・玉子スー
プ・ほうれん草のなめ茸
和え・フルーツポンチ

ちゃんこ鍋・漬物・ご飯

グループホームアウル 　１１月　献立表
アウルⅠ


