グループホームアウル ９月 献立表
アウルⅠ
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

ご飯・味噌汁・鯖西京漬
ご飯・味噌汁・厚焼き玉
ご飯・味噌汁・大根とがん ご飯・味噌汁・大根と里芋
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
け焼き・カニクリームコ
子・ポテトサラダ・鮭焼き
もの煮物・マカロニサラ の煮物・大学芋・ﾎﾟﾃﾄドッ
ウィンナー・さつま芋ｻﾗ
ロッケ・胡瓜とささみの梅
魚・里芋、椎茸、れんこん
ダ・玉子焼き・フルーチェ グ・天カマと蕗の炒め物
ﾀﾞ・茄子と肉の味噌炒め
和え・煮豆
の煮物・みかんヨーグルト

昼

カレーライス・玉子スー
ご飯・味噌汁・ささみ紫蘇
ミートスパゲッティ・おにぎ
ご飯・うどん汁・生酢・親
ご飯・味噌汁・生姜焼き・ プ・胡瓜ともやしのｻﾗﾀﾞ・ チーズフライ・南瓜、がん 焼きそば・おにぎり・マカ
キーマカレー・ゆで卵・ｻﾗ
り・蕗とがんもの煮物・大
子丼・杏仁豆腐・あんホ
インゲンの煮物
南瓜煮・エビとしし唐のフ も煮物・春雨サラダ酢の ロニサラダ・白菜のお浸し
ﾀﾞフルーチェ
根サラダ
イップ
ライ
物

夕

ご飯・味噌汁・キーマカ
ご飯・味噌汁・あんかけき ご飯・味噌汁・酢豚・ほう エビとじ丼・味噌汁・天カ
レー・トマトと胡瓜の和え のこハンバーグ・生酢・バ れん草の胡麻和え・煮
マとひじき煮・もやしと挽
物・白桃とみかん
ナナみかん、スイカ
豆・トマト
肉あんかけ

8

9

10

11

ご飯・味噌汁・ジャーマン
ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
ポテト・スクランブルエッ
肉じゃが・胡瓜の朝鮮漬
グ・中華ｻﾗﾀﾞ・チョコバナ
け
ナ・パンケーキ

ご飯・味噌汁・茄子と挽肉
の炒め物・長いもの和え ご飯・味噌汁・ポーク
ご飯・味噌汁・餃子・チー
物・人参のきんぴら・バナ チャップ・ハッシュドポテ ズグラタンコロッケ・蕗と
ナとみかんのヨーグルト ト・マカロニサラダ・スイカ 天カマ煮
和え

12

13

14

朝

ご飯・味噌汁・スクランブ
ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
ご飯・味噌汁・ペンネ・ゆ 炊き込みご飯・味噌汁・ ご飯・味噌汁・豆腐のあ
ご飯・味噌汁・大学芋・大
ルエッグ・胡瓜と中華くら
スクランブルエッグ・もや
で卵・肉団子煮物・フライ ほっけ焼き魚・玉子焼き・ んかけ・鯖焼き魚・玉子焼
根の煮物・茶碗蒸し・ホッ
げ和え・肉じゃが・シュウ
しとカニカマｻﾗﾀﾞ・芋の挽
ドポテト
ｻﾗﾀﾞパスタ
き
トケーキ
マイ
肉和え

昼

オムライス・スープ・大根
ご飯・味噌汁・ピーマン、
ご飯・味噌汁・海老カツ・ グラタン・スープ・天カマ、 ご飯・味噌汁・野菜入りと ご飯・味噌汁・野菜炒め・
のそぼろ煮・胡瓜の酢の
ラーメン・おにぎり・餃子・ 塩昆布炒め・春雨サラダ・
こふきいも・酢の物・むね れんこん、椎茸の煮物・イ り天・かに玉・茄子の味噌 マカロニサラダ・フライド
物・ラズベリーとヨーグル
フルーチェ・八朔
鶏大根煮込み・にらちぢ
肉のソテー・牛乳寒天
ンゲンの胡麻和え
煮
ポテト
ト
み

夕

ご飯・味噌汁・鮭のちゃん
ご飯・味噌汁・きのこと鶏
ご飯・シチュー・南瓜コ
親子丼・味噌汁・大学芋・ ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
カレーライス・スープ・エビ
ちゃん焼き・マイタケと
肉の卵とじ・胡瓜の醤油
おはぎ・豚汁・トマト・もや ロッケ・ｻﾗﾀﾞ・ほうれん草
白菜のベーコンおかか和 ケネスの煮びたし・鶏肉と
クリームコロッケ・フルー
ベーコンのガーリック炒
漬け豆腐ハンバーグ・白
しお好み風オムレツ
バターコーンベーコン炒
え
胡瓜のｻﾗﾀﾞ
チェ
め・胡瓜とゆで卵のｻﾗﾀﾞ
玉ヨーグルト
め

15
朝

昼

夕

16

ご飯・味噌汁・ブロコッ
リーとカニカマのチーズ
ご飯・味噌汁・茄子と豆
エッグ・大根と天カマの炒
腐・味噌カレー炒め・漬
め物・ささみと胡瓜のニン
物・温玉納豆
ニク炒め・ミックスベリー
ゼリー
天ぷらうどん・コールス
ミートスパゲッティ・おにぎ
ローサラダ・きのこと玉子
り大根の煮物・フルーツ
スープ茄子とピーマンの
ポンチ
油炒め
ご飯・味噌汁・鶏肉の野
菜の黒酢あんかけ・生
酢・ほうれん草白和え

22

17

18

19

ご飯・味噌汁・大根と里芋 ご飯・味噌汁・さんまの龍
炊き込みご飯・味噌汁・茄
の煮物・長いもの梅肉和 田揚げ・大根と鶏肉の煮
子と豚肉の味噌炒め・玉
え・蕗のツナ炒め・きのこ 物・レタス、胡瓜、トマトの
子焼き・タラフライ・煮豆
の玉子とじ
ｻﾗﾀﾞ・煮豆
ご飯・味噌汁・ツナサラ
味噌ラーメン・おにぎり・
ダ・きのこおろしハンバー 餃子・人参しりしり・フ
グ・南瓜
ルーツ

20

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・鶏照り焼き・ニ
ラ玉子とじ・胡瓜、カニカ
マ和え・梨

21

ご飯・味噌汁・納豆オムレ
ご飯・味噌汁・サバの味
ツ・さつま芋ハッシュドポ
噌煮・ポテトサラダ・玉子
テト・ほうれん草のおろし
焼き・焼き茄子
なめ茸和え

チラシ寿司・トマトフルー
キーマカレー・玉子スー
ツ・ほうれん草の胡麻和
プ・野菜サラダ・南瓜の煮
え・つみれスープ・味噌味
物・フルーチェ
ざんぎ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ウィンナーとピーマンのケ
チャップ炒め・ラーメンサ
ラダ

ご飯・味噌汁・ハンバーグ
カツカレー・スープ・もやし
ご飯・味噌汁・豚の生姜 ご飯・水餃子と春雨スー オムライス・スープ・麻婆 三食丼・味噌汁・じゃが芋
シチュー煮込み・トマトと
とハムのｻﾗﾀﾞ・トマト・み
焼き・ロールキャベツ・胡 プ・麻婆茄子・かに玉・胡 豆腐・魚河岸と大根の煮 とささぎの煮物・胡瓜ツナ
胡瓜の和え物・南瓜煮・
かん
瓜と玉ねぎの酢の物
瓜とむね肉のｻﾗﾀﾞ
物
サラダ・ヨーグルト和え
ヨーグルト和え

23

24

25

26

27

28

朝

ご飯・ワンタンスープ・豚
ご飯・味噌汁・大根と里芋 ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
ご飯・味噌汁・ポテトサラ ご飯・味噌汁・コロッケ・煮
肉と白菜の卵とじ・カスべ
の煮物・きんぴらごぼう・ さつま芋とインゲンの煮
ダ玉子焼き・鶏つくね・人 豆・ささぎの胡麻和え・目
のから揚げ・さつま芋ｻﾗ
胡瓜の和え物・煮豆
物・白菜のおかか和え
参きんぴら
玉焼き・胡瓜の中華和え
ﾀﾞ・たくあん

昼

ご飯・味噌汁・豚ロース味
天ぷらそば・長いもの和
ご飯・味噌汁・回鍋肉・ポ チラシ寿司・醤油ラーメ
噌漬けの野菜炒め・小松 カレーライス・フルーツポ
中華丼・味噌汁・フルーツ オムライス・ｻﾗﾀﾞパスタ・
え物・おにぎり・ブルーベ
テトフライ・トマトのフルー ン・白玉入りフルーツポン
菜の胡麻和え・桃と杏仁 ンチ
和え・大根と天カマ煮
団子汁
リー
ツ・稲荷巾着
チ
豆腐

夕

ご飯・味噌汁・コロッケ・ハ
ご飯・味噌汁・チヂミ・あ
ムステーキ・南瓜と栗のｻ
んかけ和風バーグ・胡瓜 お寿司・味噌汁
ﾗﾀﾞ・キャベツ千切り・人参
胡麻油漬け・牛乳プリン
炒め

29
朝

30

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
炊き込みご飯・味噌汁・サ
ポテトサラダ・ひじきの煮
ンマ蒲焼き・玉子焼き・煮
物・豆腐と挽肉のあんか
豆
け
ご飯・天カマ、さやいんげ

醤油ラーメン・おにぎり・イ
昼 んの炒め物・チキンポー ンゲンの煮物・パイン
クアドボ・ポテトサラダ

エビとじ丼・味噌汁・芋と

ご飯・味噌汁・鶏からのケ

夕 天カマの煮物・人参しりし チャップ炒め・大根と胡瓜
り

の和え物・柿、梨

三食丼・味噌汁・大根、人
ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
参がんもの煮物・さつま
芋と玉葱の甘辛煮・白菜
芋、南瓜コロッケ・フルー
のお浸し
ツ和え

ご飯・味噌汁・鶏モモ肉の
親子丼・スープ・ポテトサ ご飯・味噌汁・豚肉の生
おろし炒め・ピーマンきん
ラダ・煮豆・プリン・カニ
姜焼き・ニラ玉・白和え・
ぴら白菜の梅おかか和
シュウマイ
杏仁豆腐
え・梨

ご飯・味噌汁・きのこあん
かけハンバーグ・茄子、
ピーマンの味噌炒め・胡
瓜、玉葱の酢の物

