
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
フレンチトースト・ベーコン
と玉ねぎのスープ・南瓜
の煮物・海老カツ

ご飯・味噌汁・オムレツ・
肉団子・コールスローサ
ラダ

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・大根の煮物・胡瓜と
わかめの梅和え

昼
ご飯・シチュー・茄子のは
さみ揚げ・ナポリタン・巾
着煮

コロッケカレー・フルーツ
キーマカレー・卵スープ・
フルーツ

夕
天津・味噌汁・シーチキン
サラダ・大根の煮物

ご飯・味噌汁・じゃが芋と
玉ねぎの鶏ひき肉あんか
け・ほうれん草のバター
炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・肉豆腐・南
瓜の煮物・もやしのナム
ル
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朝
ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
シソ巻き・かに玉・ひじき
の煮物

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・大根の煮物・ほうれん
草の和え物

サンドイッチ・中華スー
プ・ハンバーグ・エビしゅ
まい・味噌おでん

ご飯・味噌汁・塩辛・玉子
焼き・焼き魚・白身魚のフ
ライ

ご飯・味噌汁・大根とさん
まの煮物・だし巻き卵・長
芋の納豆和え

栗ご飯・味噌汁・ニラの玉
子とじ・アスパラ、ベーコ
ン炒め・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・筑前煮・焼
き魚・しおから・エビシュ
ウマイ

昼
ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・阿部牛味噌焼き

おはぎ・豚汁・キャベツ炒
め・ポパイサラダ

ご飯・味噌汁・野菜の天
ぷら煮込みハンバーグ・
里芋の煮物

カレーライス・フルーツ
ご飯・味噌汁・ピーマンの
肉詰め・マカロニサラダ・
麻婆豆腐

ご飯・味噌汁・オムレツ・
八宝菜・タラフライ・南瓜
煮

ご飯・味噌汁・鯖の竜田
揚げ・春雨の中華サラ
ダ・大根とがんも煮物・ナ
ポリタン・バナナヨーグル
ト

夕
ご飯・味噌汁・お好み焼
き・小松菜の胡麻和え・
洋ナシ

ご飯・味噌汁・わかめサラ
ダ胡麻ドレ和え・麻婆茄
子・小松菜のベーコンオ
イスターソース和え

ご飯・味噌汁・豚肉ときの
こ、野菜の玉子とじ・ほう
れん草のハムのバター炒
め

ご飯・味噌汁・サツマイモ
と天カマの煮物・豚肉の
生姜焼き・豆腐とカニカマ
の胡麻ドレ和え

ご飯・豚汁・餃子・べった
ら漬け・キウイフルーツ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ほうれん草ときのこの
バター炒め・胡瓜とわか
めの酢の物

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・肉じゃが・わかめと
胡瓜の胡麻ドレ和え

11 12 13 14 15 16 17

朝
ご飯・味噌汁・コロッケ・
ホッケ味醂漬け焼き・か
ずのこ切り干し大根

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・シュウマイのあんか
け煮・ツナとコーンのマヨ
ネーズサラダ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・フライドポテト・大根の
煮物エビシュウマイ・黒豆

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・キャベツの油炒め・た
らこ・オムレツ

ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・ニラ玉・煮豆

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ほうれん草のポン酢炒
め・煮豆・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・焼き魚・煮豆

昼 カレーライス・春雨サラダ
三食丼・味噌汁・つくねと
インゲン煮・カレーコロッ
ケ・八朔ゼリー

ご飯・味噌汁・チキンチー
ズかつ・ラーメンサラダ・
ネギ入り玉子焼き

牛すきめし・卵スープ・胡
瓜とツナのサラダ・フルー
ツ

ご飯・スープ・ブロッコリー
と胡瓜の和風サラダ・桃
のフルーツ

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
人参しりしり・煮豆・棒餃
子・フルーチェ

エビピラフ・焼きそば・玉
子ときのこのスープ・大根
サラダパインフルーツ

夕
ご飯・味噌汁・大根の味
噌煮・豚肉と茄子の生姜
焼き長芋の梅和え

五目釜飯・味噌汁・すき
焼きブロッコリー玉子豆
腐和え・たくあん

ご飯・味噌汁・チキン南蛮
タルタル付き・ほうれん草
白和え・フルーツ

ご飯・味噌汁・豚肉とキャ
ベツの卵とじ・ピーマンと
ちくわの炒め物・ほうれん
草とツナの和え物

ご飯・味噌汁・キャベツの
ペペロンチーノ・ホワイト
アスパラ・洋ナシ

ご飯・味噌汁・すき焼き風
煮胡瓜とわかめの酢の
物・さんまの蒲焼き

ご飯・味噌汁・肉豆腐・茄
子のポン酢バター炒め・
ほうれん草とカニカマの
お浸し
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朝
ご飯・味噌汁・肉団子の
ケチャップ煮・フキの油炒
め・苺のヨーグルト

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ミニハンバー
グ・切り干し大根・大根の
葉の油炒め

ご飯・味噌汁・オムレツ・
里芋、人参、煮物・ソー
セージ炒め

ご飯・味噌汁・キャベツと
揚げの卵とじ・キノコと
ベーコンのバター炒め・フ
ルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・煮物・ハンバーグ・た
らこ

ご飯・味噌汁・ひじきの煮
物・ホッケのみりん漬け・
牛肉コロッケ・アスパラの
肉巻き

ご飯・味噌汁・ハムと卵の
フライ・茄子のそぼろ煮・
フルーツヨーグルト

昼
ナポリタン・マイタケスー
プ・玉ねぎサラダ・稲荷寿
司

炊き込みご飯・味噌汁・
唐揚げ・エビチリ・八朔フ
ルーツ

カレーライス・フルーツの
ホイップのせ

天ぷらうどん・おにぎり・
胡瓜の酢の物・がんもの
煮物

ご飯・味噌汁・茄子の挽
肉煮キャベツの卵とじ・鯖
の味噌煮・南瓜煮

ご飯・味噌汁・大根、豆腐
ハンバーグの煮物・松前
漬け・タラの唐揚げ・ラー
メンサラダ

ご飯・味噌汁・コロッケ・
青椒肉絲・野菜サラダ・フ
ルーツ

夕
ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・ササギコロッケ・
フルーツ

ご飯・味噌汁・焼きそば・
べったら漬け・洋ナシ

ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
の煮物・人参と天カマの
きんぴら・白菜とカニカマ
のお浸し

海鮮丼・味噌汁・茶碗蒸
し・漬物

ご飯・味噌汁・エビチリ・
ほうれん草白和え・柿

ご飯・味噌汁・豚肉とキャ
ベツの味噌炒め・サツマ
イモとつみれの煮物・長
芋の梅和え

ご飯・味噌汁・すき焼き風
肉豆腐・ひじき煮・ほうれ
ん草のお浸し
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朝
ご飯・つみれ汁・焼き魚・
エビシュウマイ・切り干し
大根

ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・ほうれん草の
オムレツ・白菜のお浸し

ご飯・スープ・スクランブ
ルエッグ・人参しりしり・ミ
ニハンバーグ

ご飯・味噌汁・だし巻き
卵・大根と鶏肉の煮物・
キャベツのコールスロー

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
鮭西京焼き・茄子の生姜
煮・ハム、ピーマン炒め

炊き込みご飯・味噌汁・
人参と天ぷらの炒め煮・
鯖の味噌煮・漬物

ご飯・つみれ汁・焼き魚・
肉じゃが・玉子焼き

昼
エビフライカレー・フルー
ツ

ご飯・味噌汁・クリームコ
ロッケ・大根、がんものお
でん煮八宝菜

三食丼・味噌汁・メンチカ
ツホッケ焼き魚・たたき胡
瓜梅和え

肉うどん・稲荷寿司・豆腐
ハンバーグ・南瓜煮・柿

ご飯・味噌汁・八宝菜・七
菜巾着煮・胡瓜とかぶの
漬物

カレーライス・マカロニサ
ラダ・桃

ご飯・味噌汁・ほうれん草
の胡麻和え・大根とかぶ
の煮物

夕
うなぎチラシ・そうめん
汁・長芋とわかめの梅ポ
ン酢和え

ご飯・味噌汁・すき焼き風
煮ポテトサラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・豚肉とキャ
ベツの味噌炒め・じゃが
芋の煮っころがし・大根
サラダ

ご飯・味噌汁・コロッケ・
ほうれん草卵炒め・キャ
ベツ炒め

ご飯・豚汁・ほうれん草の
胡麻和え・麻婆茄子・フ
ルーツ

二色丼・味噌汁・きのこと
卵の炒め物・もやしとハ
ムのナムル

ご飯・味噌汁・豚肉と玉ね
ぎの玉子とじ・フキの油い
ためほうれん草のお浸し

グループホームアウル １０月　献立表
アウルⅠ


