
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

朝
ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ひじきの煮物・
桃と苺のヨーグルト

ご飯・味噌汁・鯖or赤魚の
焼き魚・ほうれん草の和
え物・フキと竹の子のそ
ぼろあんかけ

ご飯・味噌汁・大根、手羽
先の煮物・サケ焼き

ご飯・味噌汁・かぶのひき
肉あんかけ・キャベツとし
めじのガーリック炒め・玉
子豆腐

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・ひじき煮・シーチキン
サラダ・煮豆・納豆

昼
鮭ご飯・味噌汁・焼きそ
ば・南瓜煮・豚肉の卵とじ

稲荷寿司・なめこおろしそ
ばカニカマ、マカロニサラ
ダ・梨

カレーライス・野菜サラ
ダ・フルーチェ

稲荷寿司・味噌汁・七菜
きんちゃく・ラーメンサラ
ダ・デミソースハンバーグ

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・キノコと玉ねぎのカ
ニカマ卵とじ・野菜サラダ

夕
ご飯・味噌汁・回鍋肉・ブ
ロッコリーとベーコンの炒
め物・漬物・白桃

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・ポテトサラダ・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・牛肉と白菜
の卵とじ・茄子のバター醤
油炒め・煮豆

ご飯・トマトスープ・鶏肉
の甘辛揚げ・白菜のポン
酢炒め・胡瓜の酢の物

ご飯・味噌汁・八宝菜・白
菜のなめ茸和え・フルー
ツポンチ

6 7 8 9 10 11 12

朝
ご飯・味噌汁・ミートオム
レツ・ホッケ焼き魚・キャ
ベツの油炒め

ご飯・味噌汁・さんまのみ
りん焼き魚・揚げ芋・大根
の煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・大根とさん
まの煮物・タケノコの味噌
炒め・みかんと桃のヨー
グルト

ご飯・味噌汁・里芋の煮
物・サケ焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・キャ
ベツ炒め・南瓜甘漬け・鶏
照り焼き・卯の花

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・アスパラ、ベーコン焼
き・餃子・オムレツ

ご飯・味噌汁・さつま芋と
玉ねぎの煮物・コロッケ・
ブロッコリーとツナのサラ
ダ

昼
親子丼・味噌汁・胡瓜の
サラダ・フルーチェ

カレーライス・胡瓜のなめ
たけ和え・フルーツ

エビ天丼・味噌汁・トマト
サラダ・ジャーマンポテト

ご飯・味噌汁・かぶと胡瓜
の酢の物・豚肉の野菜炒
め・アスパラとベーコンの
油炒め

鮭ご飯・味噌汁・茄子とひ
き肉のあんかけ煮・温泉
卵のせ冷うどん

冷やしそば・生酢とみか
んフルーツ・茄子とピーマ
ンの油炒め・おにぎり

ご飯・味噌汁・焼きそば・
南瓜とがんもの煮物・白
菜のお浸し

夕
うな丼・味噌汁・豚肉の生
姜焼き胡瓜和え・黄桃

ご飯・味噌汁・豚肉と玉ね
ぎの玉子とじ・ほうれん草
としめじのバター炒め・豆
腐の胡麻ドレ和え

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
めニラのお浸し・果物

豚丼・豚汁・春雨サラダ・
トマト甘漬け

ご飯・味噌汁・ブロッコ
リーとカニカマのﾄﾋﾞｯｺ和
え・エビチリ・ほうれん草
の白和え

ご飯・味噌汁・かぶとひき
肉あんかけ・ほうれん草
の卵炒め・大根とツナの
サラダ

牛丼・ロールキャベツ・長
芋と切り干し大根煮・キウ
イフルーツ

13 14 15 16 17 18 19

朝

ご飯・味噌汁・肉豆腐・
シュウマイ・ほうれん草の
なめ茸和え・納豆・フキの
煮物

サンドイッチ・スープ・シュ
ウマイ・南瓜の煮物・おか
ら・ソーセージ炒め

ご飯・味噌汁・茄子と鶏肉
の煮物・スクランブルエッ
グ・長芋のたらこ和え

ご飯・味噌汁・焼き魚・肉
団子・ごま豆腐・たらこ・ト
マトサラダ

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・ピーマンの肉詰め・サ
ンマ甘露煮・茄子焼き

栗ご飯・味噌汁・鯖のみ
ぞれ煮・胡瓜、天カマの
煮物

ご飯・味噌汁・さつま芋と
しめじの煮物・オムレツ・
苺とみかんのヨーグルト

昼

オムライス・卵スープ・ア
スパラとソーセージの炒
め物・キャベツと天カマの
炒め物フルーチェ

ご飯・醤油ラーメン・豆腐
ハンバーグ・フルーツ

ご飯・味噌汁・エビチリ・マ
カロニサラダ・キャベツの
玉子とじ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・マカロニサラダ・白菜
とほうれん草のなめたけ
和え

ご飯・味噌汁・鶏つくね
煮・鯖の味噌煮・デミソー
ススパゲッティ・バナナ入
りフルーチェ

ご飯・ハンバーグ・巾着野
菜と南瓜の煮物・かぶと
胡瓜の漬物・とろろサラダ

ミートスパゲッティ・春雨
スープ・コールスロー・パ
インとバナナとキウイフ
ルーツ

夕
ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
コロッケ・フルーツ

親子丼・味噌汁・フキの煮
物・ホッケの塩焼き・ポテ
トサラダ

ご飯・味噌汁・牛肉コロッ
ケ・肉野菜炒め・玉ねぎ
の玉子とじ

親子丼・味噌汁・わかめと
カニカマのドレ和え・キャ
ベツの油炒め

チラシ寿司・冷そうめん・
茄子の味噌炒め・ポテト
サラダ洋ナシ

ご飯・味噌汁・大根とさん
まの煮物・茄子とピーマン
のバター炒め・長芋とわ
かめのポン酢和え

混ぜご飯・味噌汁・ニラの
玉子とじ・ポテサラ・フ
ルーツポンチ

20 21 22 23 24 25 26

朝
ご飯・味噌汁・オムレツ・
鯖の味噌煮・海老かつ・
茄子のはさみ揚げ

ご飯・味噌汁・肉団子と玉
ねぎのケチャップ煮・ハッ
シュドポテト・苺のヨーグ
ルト

ご飯・味噌汁・パクパクさ
んま・南瓜と芋の白和え・
ウィンナー炒め・だし巻き
卵

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
肉しゅうまい・キャベツの
白和え・里芋と竹の子の
煮物

ご飯・味噌汁・人参しりし
り・切り干し大根・肉豆腐・
大根と手羽先の煮物

ご飯・つみれ汁・二種の
ハンバーグ・焼き魚・ほう
れん草のシュウマイ

ご飯・味噌汁・さつまいも
の煮物・ハムカツ・煮豆

昼
チラシ寿司・お吸い物・茶
碗蒸し・あんかけから揚
げ

うなぎチラシ寿司・そうめ
ん・マカロニサラダ・南瓜
コロッケ・みかんゼリー・

中華丼・味噌汁・茄子とひ
き肉のあんかけ煮・キャ
ベツとごぼうの玉子とじ

ハンバーグカレー・フルー
ツ

スパゲッティ・コロッケ・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・オムレツ・
ごぼうの肉巻きフライ・大
根と肉団子煮・白菜のな
めたけ和え

カレーライス・野菜サラ
ダ・フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・豚肉の味
噌炒め・さつま芋の煮物・
長芋とわかめの梅和え

三食丼・味噌汁・野菜炒
めシソ巻き

ご飯・クラムチャウダー・
煮込みハンバーグ・大学
芋・たくあん・シーチキン
サラダ

ご飯・味噌汁・エビ丼・ほ
うれん草の白和え・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・豚肉味噌
炒めポテトサラダ・きのこ
と玉子炒め

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・大根とがんもの味噌
煮・ほうれん草のポン酢
和え

ご飯・味噌汁・白菜のミル
フィーユ中華あんかけ・フ
ルーツ

27 28 29 30

朝

ご飯・カニのつみれ汁・ご
ぼうの肉巻き・茄子とひき
肉のそぼろケチャップ和
え・鮭焼き魚・納豆

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・ブロッコリー・肉団子
の炒め物・ポテトサラダ・
フキの煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・焼き魚・豆
腐ハンバーグ・ソーセー
ジの卵炒め・ミートボール

ご飯・味噌汁・白菜と鶏団
子の煮物・スクランブル
エッグ・煮豆

昼
スパゲッティナポリタン・
稲荷寿司・煮物・フルーツ

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
里芋の煮物・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・オムそば・
カレーコロッケ・茄子と芋
のあんかけ煮

ほっともっと弁当・味噌汁

夕

五目釜飯・味噌汁・牛す
きやき風煮込み・ほうれ
ん草の中華和え・大根の
粕漬け

ご飯・味噌汁・餃子・豚肉
と野菜の玉子とじ・ほうれ
ん草のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・鶏肉と玉ね
ぎの玉子とじ・ピーマンと
天カマの炒め物・マカロニ
サラダ

ご飯・味噌汁・チキン南
蛮・ポテトサラダ・フルー
ツ

グループホームアウル 　９月　献立表
アウルⅠ


