
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・マカロニサ
ラダ・焼き魚・七菜巾着・
玉子焼き

ご飯・味噌汁・さんま蒲焼
き・クリームコロッケ・フキ
と天カマ煮・ベーコン、ほ
うれん草のバター炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケの西京焼き・グラタン・
ソーセージと卵の炒め
物・じゃが芋の味噌煮

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケみりん焼き魚・ソーセー
ジ炒め・ベーコン焼き・だ
し巻き卵

ご飯・味噌汁・サバの味
噌煮玉子焼き・シュウマ
イ・コロッケ

ご飯・味噌汁・肉しゅうま
い・青椒肉絲・ほうれん草
の白和え・さんま焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖西
京焼き・豚肉炒め・大根、
天カマ煮・卯の花・ポテト
サラダ

昼
みじん切りカレー・ハン
バーグ煮物

ご飯・卵スープすき焼き
煮・焼うどん・マカロニサ
ラダ

赤飯・すまし汁・天ぷら・
刺身・生酢

野菜チキンカレー・スパ
ゲッティサラダ・梨

ご飯・シチュー・ナポリタ
ン・チキンバー野菜添え・
茄子入り筑前煮

ご飯・すまし汁・うどん焼
きにら焼き・フルーツ・ほう
れん草のおから和え

稲荷寿司・味噌汁・うま
煮・野菜サラダ・大学芋・
フルーツ

夕
オムライス・天カマもやし・
卵スープ

鮭チラシ・味噌汁・ラーメ
ンサラダ

豚丼・味噌汁・山芋胡瓜
和え白菜胡麻和え・茄子
の煮びたし

ご飯・味噌汁・トンカツ・煮
物・フルーツ和え

牛丼・味噌汁・エビ、餃子
野菜あんかけ

ご飯・味噌汁・味噌カツ・
ポテトサラダ野菜付き・柿

おにぎり・味噌汁・大根の
玉子とじ・肉みそラーメン
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ホッケ焼き魚・大根
の煮物・豚肉の味噌炒め

ご飯・味噌汁・ミニオムレ
ツ・焼き魚・シュウマイ・コ
ロッケ

ご飯・味噌汁・サバの味
噌煮味噌カツ・目玉焼き・
豚肉ときのこの中華炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ほう
れん草胡麻和え・豚肉の
味噌焼き・茄子味噌・フ
キ、天カマ煮・ニラの卵と
じ

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・めぬきの醤油漬け焼
き・ささみのチーズフライ・
大根の煮物

ご飯・味噌汁・茄子のみ
ぞれ煮・だし巻き卵・鶏つ
くね・エビシュウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳大根、
がんも煮・目玉焼き・フ
キ、天カマ煮・たらこ・南
瓜サラダ

昼

ご飯・すまし汁・ハムカツ・
ほうれん草の白和え・か
ぶのとろろ昆布和え・フ
ルーツ

焼うどん・味噌汁・南瓜、
大根あんかけ・フルーツ

焼きそば・焼うどん・ご飯・
味噌汁・茄子の味噌炒め

ご飯・すまし汁・コロッケ・
ほうれん草のおかか和
え・野菜サラダ・ヨーグル
ト

ご飯・味噌汁・タラフライタ
ルタルソース・青椒肉絲・
豚肉と豆腐の胡麻ドレ

八宝菜丼・味噌汁・大根
の煮物・ほうれん草と椎
茸の和え物

稲荷寿司・カレーそば・野
菜サラダ・フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・焼きそば・
豚肉炒め・フルーツ和え

ご飯・味噌汁・豚唐揚げ
黒酢あんかけ・あらびき
ハンバーグ・大根菜の煮
物

カレーライス・入り豆腐・
柿

エビ丼・お吸い物・ポテト
ピザ

豚肉生姜焼き丼・ラーメン
サラダ・煮豆

うな丼・味噌汁ポテトサラ
ダ胡瓜、カニカマ

中華丼・味噌汁・豆腐な
めたけ和え・茄子ひき肉
炒め

15 16 17 18 19 20 21

朝
ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・コロッケ・玉子焼き・
ハッシュドポテト

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
チーズはさみ揚げ・鯖味
噌煮・肉、野菜炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・揚げ芋・赤魚の焼き
魚・茄子と天カマの甘辛
炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・大
根、かぶ煮物・ウィン
ナー、ピーマン炒め・たら
こ・鯖味噌煮

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・玉子焼き・コロッケ・七
菜巾着

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
豚肉味噌漬け・ホッケ焼
き魚・南瓜の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・ホッケ西京焼き・鶏
肉の龍田焼き・かぶの煮
物

昼
カレーライス・里芋とごぼ
う煮・フルーツ

天丼・すまし汁・大根サラ
ダ煮りんご

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ラーメンサラダ・
南瓜の甘煮

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ・ほうれん草のおかか
和え・にら焼き・野菜サラ
ダ

カレーライス・大根サラ
ダ・みかん

稲荷寿司・味噌汁・エビフ
ライ・野菜サラダ・フルー
ツ

チラシ寿司・すまし汁・ハ
ムと茄子炒め・野菜サラ
ダ・牛乳寒

夕
オムそば・芋、天カマの味
噌煮・おむすび・中華スー
プ

醤油ラーメン・おにぎり
うな丼・味噌汁・しめじ天
カマ煮・茶碗蒸し

ご飯・味噌汁・茄子、肉炒
め南瓜煮・手羽大根・ブ
ロッコリーサラダ

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・マカロニサラダ

親子丼・味噌汁・白菜とな
めこのとろとろ煮

ご飯・味噌汁・チーズささ
みカツ・ほうれん草のなめ
茸和え・餃子ごはん

22 23 24 25 26 27 28

朝
ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ミートボール・コロッケ・煮
物

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ミートボール・コロッケ・煮
物

ごぼう飯・味噌汁・さんま
の竜田揚げ・南瓜の煮
物・豚肉の生姜焼き・チー
ズ入りスクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・大
根、人参煮・ホッケ焼き
魚・茄子オイスターソース
炒め・玉子焼き・カニカ
マ、胡瓜和え

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・サバの味噌煮・だ
し巻き卵・シュウマイ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
シュウマイ・ささみチーズ・
コロッケ

ご飯・味噌汁・味付け稲
荷・ひじき煮・目玉焼き・
牛蒡、白滝、ウィンナー

昼
出前寿司うどんセット・野
菜スープ

ご飯・すまし汁・豚しゃぶ・
うま煮・大学芋・フルーツ

かき揚げ丼・ラーメンサラ
ダ・豚肉とごぼう炒め

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
コロッケ・マカロニサラダ・
ニラの玉子とじ

稲荷寿司・味噌汁・にら焼
き青椒肉絲・トマト

ご飯・味噌汁・がんもの煮
物・たらのフライタルタル
ソース付き・胡瓜の和え
物

カレーライス・フルーチェ・
卵スープ

夕
ご飯・味噌汁・焼うどん・
南瓜の煮物・肉野菜炒め

鯖チラシ・お吸い物・キャ
ベツと天カマの炒め物

カレーライス・春雨サラ
ダ・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・冷しゃぶ・
ほうれん草、ベーコンバ
ター炒めラーメンサラダ

ご飯・味噌汁・あんかけハ
ンバーグ・茶碗蒸し・漬物

ご飯・すいとん汁・フキの
竹の子煮・きんぴらごぼ
う・トマトの味噌カツ

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・南瓜の煮物

29 30

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・赤魚
焼き魚・アメリカンドッグ・
大根とがんも煮物・和風
スクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ほっけみりん焼き・カニ
シュウマイ・クリームコロッ
ケ

昼
ご飯・すまし汁・ハムカツ・
スパゲッティ・大根の酢の
物・フルーツ

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・とろろ・青椒肉絲・野
菜サラダ・フルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・麻婆もやし・漬物

ご飯・味噌汁・フライのあ
んかけ・ひき肉野菜炒め・
なめたけ和え

グループホームアウル 　１１月　献立表
アウルⅡ


