
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

朝

ご飯・味噌汁・おからハン
バーグ、茄子のトマト煮・
さつま芋の炒め煮・苺ヨー
グルト

ご飯・味噌汁・コロッケ・赤
魚の煮つけ・ソーセージ・
南瓜煮

ご飯・味噌汁・筑前煮・焼
き魚みりん漬け・納豆

ご飯・味噌汁・ミニオムレ
ツ・コロッケ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・大根の煮
物・ひじきの煮物・ほうれ
ん草のシュウマイ

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグの和風あんかけ・
ニラ玉・苺ヨーグルト

昼
ご飯・味噌汁・豚肉の味
噌焼き・生酢・スケソウダ
ラの竜田揚げ

おにぎり・ミートスパゲッ
ティ・パイとバナナのフ
ルーツ・大根サラダ

ご飯・玉子スープ・手作り
煮込みハンバーグ・野菜
サラダ・漬物

パン盛り合わせ・スープ・
目玉焼き

ご飯・エビ、きのこシ
チュー・和風おろしハン
バーグ・胡瓜の浅漬け・マ
カロニサラダ・ぶどう

カレーライス・胡瓜とハム
のマヨネーズ和え・みか
んとバナナフルーツ盛り
合わせ

夕
ご飯・味噌汁・豚肉の味
噌炒め・とろろ梅和え・さ
さみチーズ

エビとじ丼・血液サラサラ
サラダ・ポテトピザ風・み
かんとパイン和え

ご飯・味噌汁・おろしカット
ステーキ・ほうれん草バ
ター炒め・ハムカニカマサ
ラダ

ご飯・味噌汁・肉豆腐・胡
瓜とワカメの酢の物・オニ
オンサラダ

ご飯・味噌汁・さつま芋の
煮物・ほうれん草とベーコ
ンの卵炒め・大根とツナ
のサラダ

ご飯・味噌汁・青椒肉絲・
海老カツ・鶏肉の煮物

7 8 9 10 11 12 13

朝
ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・玉子焼き・たらの揚げ
物

フレンチトースト・玉子巾
着・中華スープ・海老カ
ツ・ピーマンの肉詰め

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・ボロニアソーセージ・
入り玉子・

ご飯・味噌汁・筑前煮・マ
スのムニエル・きんぴらご
ぼう

ご飯・味噌汁・和風天津・
茄子の炒め物・ブルーベ
リーヨーグルト

ご飯・つみれ汁・グラタン・
フキの煮物・鶏肉の煮卵

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・切り干し大根・明太
子・スクランブルエッグ

昼
ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・野菜炒め・マンゴーフ
ルーツ

おにぎり・味噌汁・大根サ
ラダ・焼きそば・豆腐ハン
バーグの煮物

うな重・味噌汁・大根の煮
物・小松菜の胡麻和え・
みかんゼリー和え

醤油ラーメン・稲荷寿司
パン盛り合わせ・胡瓜とも
やしの中華サラダ・玉子
スープ・みかん

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・白菜と豚バラのミル
フィーユ・大根サラダ

柏うどん・稲荷寿司・南瓜
コロッケ・白菜と三つ葉の
お浸し・漬物

夕
ご飯・味噌汁・すき焼き風
煮・セロリの葉の天ぷら・
セロリ中華炒め

二色丼・味噌汁・南瓜コ
ロッケ・ハムツナサラダ

カレーライス・海鮮スー
プ・胡瓜となめ茸の梅肉
和え

ご飯・味噌汁・大根ととり
そぼろ和風あんかけ・舞
茸のポン酢炒め・白菜と
ツナの和え物

ご飯・味噌汁・白菜あん
かけ・セロリの天ぷら・
シーチキンサラダ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ニラ玉・ほうれん草の
お浸し

ご飯・豚汁・豚肉の味噌
炒め・鶏肉の煮物・小松
菜と揚げの和え物
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朝
ご飯・味噌汁・赤魚の焼き
魚・南瓜の煮物・切り干し
大根・ひじき煮

ご飯・味噌汁・ひじきの煮
物・大根の煮物

ご飯・味噌汁・茄子とベー
コンのトマト煮・南瓜コ
ロッケ・苺のヨーグルト

ご飯・味噌汁・大根と手羽
先煮・納豆・エビフライ

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・コロッケアラカルト・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
海老カツ・南瓜煮

ご飯・味噌汁・玉子巾着・
筑前煮・焼き魚・エビシュ
ウマイ

昼
ご飯・味噌汁・回鍋肉・枝
豆、人参の玉子和え・バ
ナナ、リンゴ、マンゴ-

チラシ寿司・お吸い物
おはぎ・豚汁・切り干し大
根・煮物・セロリ漬物

ご飯・味噌汁・酢豚・マカ
ロニサラダ・果物

パン盛り合わせ・ベーコン
入りスクランブルエッグ・
ポトフ・みかんゼリー

ご飯・味噌汁・回鍋肉・大
根、人参の煮物・みかん

キーマカレー・にら玉スー
プ・ポテトサラダ・みかん

夕
シチュー・ご飯・５種のサ
ラダ

ご飯・味噌汁・大根のそ
ぼろあんかけ・フキの油
炒め・胡瓜となめ茸の和
え物

ご飯・味噌汁・コロッケ・白
菜のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・さつま揚げ
の卵とじ・ほうれん草のお
かか和え・焼肉・白玉和
え

ご飯・味噌汁・ほうれん草
のなめ茸和え・肉野菜炒
め・もやしのナムル

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
野菜サラダ・漬物

ご飯・味噌汁・キャベツと
豚肉の卵とじ・インゲンの
バター炒め・白菜のポン
酢和え
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朝

ご飯・味噌汁・フキの油炒
め・クリームコロッケ・ほう
れん草と豆腐のなめ茸和
え

ご飯・味噌汁・ひじきの煮
物・煮物・人参入り玉子焼
き

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
大根、里芋の煮物・白菜
のなめ茸和え・煮豆

ご飯・味噌汁・しりしり豚
肉入り・クリームコロッケ・
冷奴

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
肉野菜炒め・鯖焼き魚・
煮豆

ご飯・味噌汁・つみれ焼・
肉野菜炒め・里芋の煮物

ご飯・味噌汁・天カマごま
油炒め・入り玉子・胡瓜お
かか和え

昼
ご飯・シチュー・ほうれん
草の胡麻和え・フルーツ
和え

ハヤシライス・スープ・イ
ンゲンの胡麻和え

ご飯・味噌汁・回鍋肉・大
根サラダ・マンゴ-

親子丼・味噌汁・白菜とカ
ニカマのなめたけ和え・
みかん、バナナのフルー
ツ和え

パン盛り合わせ・コーン
スープ・スクランブルエッ
グ

親子丼・味噌汁・もやしの
塩昆布和え

ご飯・味噌汁・棒棒鶏・ほ
うれん草の胡麻和え・み
かん、梨

夕

ご飯・味噌汁・揚げ出し豆
腐のみぞれ和え・もやしと
カニカマのなめ茸和え・肉
じゃが

ご飯・味噌鍋・大根の粕
漬け・マンゴー

そぼろ丼・味噌汁・天カマ
醤油炒め・白菜お浸し

ご飯・味噌汁・揚げだし豆
腐・白菜とハムのサラダ・
南瓜煮

カレーライス・具沢山汁・
もやしのナムル

そぼろ丼・味噌汁・ほうれ
ん草のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・ポーク
チャップ・もやしと胡瓜の
レモンマヨ和え・漬物

28 29 30

朝
ご飯・カニのつみれ汁・サ
ンマ醤油漬け焼き・麻婆
茄子・グラタン

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・鯖焼き魚・コロッケ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
大根と鶏肉の煮物・茶絵
案蒸しor玉子豆腐

昼
おにぎり・焼きそば・大根
と人参の煮物・みかん

煮込みラーメン・胡瓜とみ
かん和え

ご飯・味噌汁・白菜と豚バ
ラのミルフィーユ・マカロ
ニサラダ

夕
ご飯・味噌汁・豚肉の味
噌炒め・ほうれん草の白
和え・鶏肉の煮物

焼き豚ラーメン・味噌汁・
小松菜と白菜の白和え

ハヤシライス・無限ピーマ
ン・玉子とわかめのスー
プ

グループホームアウル 　１１月　献立表
アウルⅠ


