
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

　 　    1 2

朝 　 　   

ご飯（ふりかけ）・味噌汁・
煮物（大根人参天カマ）・
目玉焼き・焼豚・シソ巻
き・煮豆・牛乳

ご飯･味噌汁・竹の子の
味噌煮・マカロニのケ
チャップ煮・もやしのお浸
し・漬物

昼 　 　    
三色ご飯・味噌汁・ささぎ
とじゃが芋の煮物・ところ
てん・フルーツサラダ

カレーライス・野菜スー
プ・インゲンの白和え・フ
キ、天カマ煮

夕 　 　   

ワカメご飯・味噌汁・ゴボ
ウと人参のかき揚げ・ス
パサラダ・カボチャの煮
物・チンゲン菜とハムの
中華炒め・漬物

ご飯･三平汁・ブロッコ
リーとトマトのサラダ・大
根人参さつま芋の味噌
煮・ニラ卵
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朝
ご飯･味噌汁・銀ガレイ焼
魚・オムレツ・ひじき煮・納
豆・牛乳

ご飯･味噌汁・サンマの柳
川風・小松菜ベーコン玉
ねぎ炒め・白菜おひたし・
トマトの冷製サラダ・牛乳

ご飯・味噌汁・カニシュウ
マイ・グリーンサラダ・佃
煮・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・カブ煮・茄
子、天カマの卵とじ・もず
く酢・ミニトマト・牛乳

 ご飯･味噌汁・焼魚・キュ
ウリ、シーチキンのマヨサ
ラダ・ミートボール

ご飯･味噌汁・大根と豆腐
のすき焼き風・スクランブ
ルエッグ・ピーマン炒め・
アスパラサラダ（トマト、
ベーコン）・牛乳

ご飯･味噌汁・ズッキーニ
の胡麻油炒め・キュウリ
のなめ茸和え・サンマの
蒲焼・ササミサラダ・牛乳

昼

ご飯･味噌汁・ナムル風
サラダ・鳥肉のみぞれ煮・
カボチャ、さつま芋煮・漬
物

赤飯・ソーメン汁・ホッケ
のみりん焼・キュウリとみ
かんの酢物・揚げ出し豆
腐

ご飯・味噌汁・親子煮・カ
ボチャ煮・漬物・フルーツ

ご飯･つくね汁・ザンギ・マ
カロニミートソース・ポテト
のチーズ、卵寄せ・おか
ら・冷奴めかぶ盛り

ご飯･餃子スープ・豚肉入
り麻婆春雨・大根人参の
きんぴら・茄子の味噌炒
め・レタス、キュウリ、ハン
ペンのサラダ

炊き込みご飯・団子汁・焼
魚（付大根おろし）・野菜
炒め・キンピラごぼう

ワカメご飯・水菜入りごま
冷しゃぶ・グリーンシ
チュー・粉ふき芋・とろろ
梅酢和え

ご飯･味噌汁・カニ玉・し
しゃも焼・カブと天カマの
煮物・ワカメとキュウリの
酢物・シソ巻き昆布・ぶど
う

ご飯･味噌汁・焼魚・マー
ボー茄子・大根サラダ

ご飯･味噌汁・サンマの煮
付け・キャベツ、天カマ炒
め・ミニトマト

ご飯･味噌汁・餃子・ラー
メンサラダ・ほうれん草の
ゴマ和え・ミニトマト

ご飯･味噌汁・焼魚・キュ
ウリ、ワカメの酢物・シー
フードの中華風炒め煮・
漬物

ご飯･味噌汁・カボチャ
煮・おから和え・ささぎと
芋の煮物・野菜炒め

ご飯･味噌汁・サバ焼・
ピーマン玉ねぎ、ソー
セージのケチャップ炒め・
ゴボウサラダ・揚げ納豆
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朝

ご飯･味噌汁・ジャーマン
ポテト・高野豆腐煮物・人
参まいたけのきんぴら・さ
つま芋煮・牛乳

ご飯・味噌汁・フキの炒め
物・おでん・つきこん、竹
の子のミソ炒め・牛乳

ご飯･味噌汁・里芋あん
かけ煮・カブと天カマ煮・
煮豆・塩昆布・牛乳

ご飯･味噌汁・タラコ・ササ
ミと玉ねぎの玉子とじ・カ
ボチャの煮物・漬物・牛乳

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
納豆・もずく酢・牛乳

ご飯･味噌汁・マカロニケ
チャップ炒め・味付け煮
玉子・ひじき煮・牛乳

ご飯･味噌汁・きんぴらご
ぼう・ミートスパゲティ・金
時豆・ところ天・牛乳

昼
ご飯･味噌汁・鳥肉と野菜
のトマト煮・ししゃも焼・昆
布巻き・煮豆

カレーライス・玉子スー
プ・小魚佃煮・煮豆・サラ
ダ・フルーツポンチ

ワカメご飯・味噌汁・マカ
ロニケチャップ和え・コロ
コロステーキ・煮豆・ゴマ
昆布・ぶどう

ご飯・タラ汁・タラの唐揚
げ・茄子ピーマン炒め・大
根と豆腐ふわふわ揚げ・
煮物・春雨酢物・漬物

高菜ご飯・味噌汁・親子
煮・ラーメンサラダ・キャ
ベツとピーマンの浅漬け・
白菜ほうれん草のお浸し

ご飯・味噌汁・キュウリの
酢物・コロッケ（付ブロッコ
リー）・茄子と挽き肉のあ
んかけ

ワカメご飯・味噌汁・ささ
ぎの味噌マヨ和え・サンマ
煮付け・きんぴらごぼう・
漬物

夕
ご飯・味噌汁・煮物（大
根、豚肉）・ナスとピーマ
ンのミソ炒め・佃煮

ご飯･味噌汁・ホッケ焼・
レタス挽肉炒め・麻婆茄
子

ご飯･味噌汁・焼魚・とうき
び・さつま芋甘煮・カニカ
マと長ネギ酢味噌

ご飯･味噌汁・焼鮭・温野
菜と豚肉ゴマダレ和え・
生ハム、アスパラ入り
ラーメンサラダ

ご飯･しょうが汁・ホッケ
焼・桜えびの天ぷら・めか
ぶのマヨ和え・フルーツの
ゼリー寄せ

ご飯･味噌汁・大根人参
天カマ煮・ポテトグラタン・
もやしピーマンサラダ

混ぜご飯・味噌汁・水菜
サラダ・豚ジンギスカン・
さつま芋煮

　 17 18 19 20 21 22 23

朝
ご飯・味噌汁・納豆・目玉
焼き・ウインナー・昆布巻
き・マカロニサラダ・牛乳

ご飯･味噌汁・大根天カマ
煮・挽肉レタス炒め・し
しゃも・煮豆・漬物・牛乳

ワカメご飯･味噌汁・焼
鮭・玉子焼・茄子ピーマン
のみぞれ炒め煮・野沢
菜・みかん・牛乳

ご飯･味噌汁・炒り豆腐・
大豆と白滝の煮物・ワラ
ビと天カマの煮物・牛乳

ご飯･味噌汁・きんぴらご
ぼう・ニラと玉ねぎの玉子
とじ・サバとキュウリの中
華サラダ・キウイフルー
ツ・牛乳

ご飯･味噌汁・玉ねぎピー
マンソーセージ炒め・水
菜と豚肉の煮物・キュウ
リ、ワカメの中華サラダ・
金時豆・牛乳

ご飯･味噌汁・里芋ゴマ和
え・ホッケの煮付け・昆布
しいたけ佃煮・白菜ツナ
ポン酢和え

昼
セット寿司（含生寿司）・エ
ビ天うどん・茶碗蒸し・漬
物

シーフードピラフ・玉子
スープ・ふき漬物・白身魚
西京漬・ほうれん草白和
え・梨

ご飯･味噌汁・豚カツ（付
ピーマン、エリンギ）・ハム
サラダ・イカ、芋の煮物

おにぎり・豚汁・エビチリ・
ジャコ佃煮・ほうれん草と
インゲンの味噌ピーナッ
ツ和え・漬物

ご飯・味噌汁・天ぷら・野
菜サラダ・煮物・浅漬

ワカメご飯･味噌汁・焼そ
ば・ホッケ焼・松前漬け・
柿バナナヨーグルト

いなり寿司・おはぎ・味噌
汁・里芋煮物・サラダ
（キュウリ、水菜、ワカメ
他）・煮豆・柿・プルーン

夕
ご飯･味噌汁・ホイコー
ロー・白和え・カボチャ煮・
漬物

ご飯･味噌汁・カルビ焼・
温野菜サラダ・カボチャ
煮・ピーマンメンマ炒め

ご飯･味噌汁・焼魚・豆腐
の巾着煮・キャベツと天カ
マの油炒め・春雨の酢
物・漬物

ご飯･味噌汁・かき揚げ・
ソーセージ天・あんかけ
煮物・イカと芋の煮付け
キャベツとピーマンの味
噌炒め

ご飯･味噌汁・ホッケ焼・
白菜玉ねぎピーマンの中
華炒め煮・レタスベーコン
炒め

ご飯･味噌汁・豚角煮（大
根、玉子）・レタスサラダ・
ピーマン茄子玉ねぎの味
噌炒め・しめじ人参玉ね
ぎのカレー炒め

ご飯･味噌汁・ジンギスカ
ン・ししゃも焼・舞茸の二
杯酢和え・スパサラダ
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朝

ご飯･味噌汁・さつま芋甘
煮・キャベツ天カマ油炒
め・麻婆豆腐・納豆・漬
物・牛乳

ご飯･味噌汁・カボチャ
煮・レタスと鳥挽肉炒め・
茄子天カマしめじの炒め
煮・浅漬け・牛乳

ご飯･味噌汁・煮〆・サン
マ蒲焼・ところ天・牛乳

ご飯･味噌汁・フキと天カ
マの鯖入り煮・豆腐とネ
ギのゴマ昆布和え・卵焼
き・柿・牛乳

ご飯･味噌汁・キャベツ天
カマ炒め・めかぶ納豆・野
菜のクリーム煮・牛乳

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ウインナー・煮
豆・煮物・牛乳

ご飯･味噌汁・すき焼き風
煮・ほうれん草の和え物・
目玉焼き・ウインナー・の
り佃煮・牛乳

昼

ご飯･野菜スープ・カボ
チャコロッケ（付レタス、ミ
ニトマト）・大根里芋煮・長
芋シソ和え

いなり寿司・味噌汁・天ぷ
ら（エビ、ピーマン、しめ
じ、長芋）・ゴボウと豚肉
の炒め煮・もずく酢

カレーライス・卵スープ・
ラーメンサラダ・小魚佃
煮・漬物

ご飯・味噌汁・豚角煮・煮
物・ワカメの酢物・サラダ

ご飯･シチュー・コロッケ・
ピーマン昆布炒め・サラ
ダ・うどん

ご飯･味噌汁・ホッケフラ
イ・フキ、里芋の煮物・長
芋おくらシソ和え

ご飯･味噌汁・ゴーヤチャ
ンプルー・マカロニサラ
ダ・煮物

夕
ご飯･味噌汁・おふくろ煮・
ホッケ焼・ほうれん草と油
揚げのさっと煮

ご飯･味噌汁・コロコロス
テーキ（付トマト、みか
ん）・バンバンジー・昆布
タラコ和え・漬物

ご飯･餃子スープ・カボ
チャ団子・里芋と鳥肉の
煮物・サンマ竜田揚げ・め
かぶサラダ

ご飯･味噌汁・鮭のあん
かけ・茄子、ピーマン、イ
ンゲンの味噌炒め・煮物・
梨

ご飯･味噌汁・親子煮・つ
ぼ漬・おでん・カボチャサ
ラダ

ご飯･味噌汁・焼魚・漬
物・筑前煮・茄子の煮び
たし・かき揚げ・マカロニ
サラダ

ご飯･味噌汁・ホッケ焼・
茄子天カマ炒め煮・ホイ
コーロー・黒豆

グループホームアウル ９月　献立表
アウルⅡ


