
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

1 2

朝 　 　

　・御飯　・味噌汁(ほうれ
ん草）　・焼鮭　・煮豆　・目
玉焼き　・煮物（ナルト　大
根　人参）

　・御飯　・味噌汁(ニラ
卵）　・ホッケみりん焼　・お
でん　・インゲンとコーンと
ベーコンのバター炒め　・
ボロニアソーセージ

昼 　 　

　・ラーメン(チャーシュー
ワカメ　メンマ　もやし）　・
おにぎり(2個）　・たくわん
・りんごヨーグルト

　・御飯　・ポトフ（ジャガイ
モ　人参　玉葱　ウィン
ナー）　・焼ソバ　・子和え
・サラダ（キュウリ　魚肉
ソーセージ　竹輪）

夕 　 　

　・御飯　・味噌汁（おふ
ナス）　・天ぷら（ナス　椎
茸　ピーマン　レンコン　イ
カ）　・大根おろし　・サラダ
（人参　レタス　コーン）

　・御飯　・味噌汁(ナメコ
ネギ）　・鮭のムニエル　・
キューイ　・切り干し大根
・サラダ（レタス　水菜）　・
子和え　・イカの酢味噌和
え
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朝

　・御飯　・味噌汁（ワカメ
おふ）　・焼鯖　・ソーセー
ジとベーコンとブナシメジ
のソテー　・切り干し大根
・昆布の佃煮

　・御飯　・味噌汁(ナメコ）
・納豆　・ナメコと大根おろ
し　・ハム　ソーセージと厚
焼き卵　・キュウリとトマト
のサラダ　・春雨

　・御飯　・お吸物(ワカメ
椎茸）　・ナスの和風挽肉
あんかけ　・ツナとキュウリ
のサラダ　・納豆　・漬物

　・御飯　・味噌汁（ワカメ
おふ　ほうれん草）　・大根
の煮物（人参　天カマ　ナ
ルト）　・キャベツとキュウリ
のサラダ　・キュウイとヨー
グルト

　・御飯　・味噌汁（大根
人参　とろろ）　・ポテトサラ
ダ（ハム　キュウリ　オホー
ツク）　・煮物（ゼンマイ　天
カマ　しらたき）　・厚焼き
卵 ・焼鮭

　・御飯　・お吸物（椎茸
ワカメ）　・肉団子のケ
チャップ煮　・フキの煮物
・漬物　・もやしとキュウリ
のナメタケ和え

　・御飯　・味噌汁（玉葱
豆腐）　・ホッケ　・ソテー
（魚肉ハンバーグ　ほうれ
ん草　人参）　・竹輪の卵と
じ　・卵焼き　・じゃこの佃
煮

昼

　・御飯　・スープ（もやし
ブナシメジ　卵）　・麻婆豆
腐　・水菜のサラダ（キュ
ウリ　カニカマ）　・かぼ
ちゃの煮つけ

　・御飯　・シチュー（玉葱
人参　ハム　ベーコン）　・
小松菜の煮びたし（油あ
げ）　・長芋となめたけの
酢の物（カニカマ）

　・牛丼　・味噌汁（ワカメ
おふ）　・きんぴらごぼう　・
たくわん　・サラダ（キャベ
ツ　トマト　水菜　ハム　カ
ニカマ）

　・幕の内弁当　・とろろの
お吸物

　・御飯　・シチュー　・かぼ
ちゃサラダ　・納豆（長ネ
ギ）

　・まぐろ丼　・味噌汁（あ
げ　ネギ）　・もやしのバン
バンジー　・ふかし芋とカ
ボチャ

　・御飯　・味噌汁（ニラ
卵）　・麻婆豆腐　・サラダ
（人参　大根　ハム　キュ
ウリ）　・焼肉　・さつま揚げ
（大根おろし　水菜付）

夕

　・御飯　・味噌汁(ワカメ
じゃが芋）　・サンマの煮魚
・ささぎの煮物（天カマ　こ
んにゃく）　・キュウリと水
菜の白和え　・キュウリ

　・御飯　・味噌汁(ワカメ）
・豚肉のケチャップ炒め
（人参　しめじ）　・フキの煮
物（天カマ　こんにゃく　椎
茸）　・ヨーグルト（さつま
芋）

　・御飯　・味噌汁（キノコ）
・長芋とキュウリの酢の物
・焼ホッケ　・ナスとピーマ
ンとキノコのあげだし大根
おろし和え

　・おじや（鶏肉　玉葱　長
ネギ　卵）　・マグロのやま
かけ　・トマトとレタスのサ
ラダ　・焼ナス　・煮物（ゼ
ンマイ　天カマ　しらたき）

　・御飯　・天ぷらソバ（か
き揚げ）　・フキの炒め物
・ほうれん草のおひたし

　・御飯　・味噌汁（ニラ
卵）　・鰤のてりやき　・鰤
大根　・かぼちゃサラダ　・
キュウリのナメタケ和え

　・御飯　・さんぺい汁　・
煮込みハンバーグ（玉葱
キノコ）　・山芋とオホーツ
クの酢の物　・キュウリとト
マトサラダ
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朝

　・御飯　・味噌汁（ワカメ
レタス）　・卵焼き　・フィッ
シュハンバーグ　・大根と
油揚げの煮物　・納豆（ネ
ギ入り）　・筋子

　・御飯　・味噌汁（えのき
卵）　・大根と人参の煮物
・肉団子入り野菜炒め　・
麻婆ナス　・ほうれん草の
ナメタケ和え　・ミニトマト

　・御飯　・お吸物(ワカメ）
・水餃子（長ネギ）　・天カ
マと人参の油炒め　・納豆
・キュウリのタラコ和え

　・御飯　・味噌汁(豆腐
ネギ）　・切り干し大根　・
水菜とハムの中華サラダ
・ほうれん草としめじの醤
油炒め

　・御飯　・お吸物（ワカメ）
・鶏肉とニラの卵とじ　・水
餃子（ポン酢がけ）　・長芋
とワカメのサラダ

　・御飯　・ニラ玉（レタス
トマト付）　・団子汁　・大根
とシーチキンの中華風煮
込み　・フキとキノコの和え
物

　・御飯　・味噌汁（ワカメ
おふ）　・蟹玉　・鮭のバ
ター焼　・きんぴらごぼう
・筋子

昼

　・御飯　・味噌汁（人参
ナス　椎茸）　・鯖の塩焼き
・鶏肉とキャベツの炒め物
（トマト付）　・ヒジキの煮物
・マカロニサラダ

　　・オムライス　・中華
スープ（ワカメ　えのき）　・
切り干し大根　・梨

　　・御飯（ふじっこ）　・焼
ソバ（豚肉　キャベツ　玉
葱　赤ピーマン）　・コンソ
メスープ（じゃが芋　長ネ
ギ）　・山芋の酢物（カニカ
マ）

　　・御飯　・豚汁　・サンマ
の塩焼き　・キノコの和え
物　・ウドのきんぴら　・厚
焼き卵　・ヨーグルト（りん
ご）

　・カレーライス　・マカロニ
サラダ（キュウリ　レタス）
・フルーツ（桃　パイン）

　　　・五穀御飯　・チャン
ポン麺（豚肉　キャベツ
玉葱　ナルト）　・ヒジキと
大豆の煮物　・フルーツ
ヨーグルト

　・御飯　・シチュー（じゃが
芋　人参　しめじ　天カマ）
・ナスの煮びたし（揚げ）
・水菜の中華サラダ　・ぶ
どう

夕

　・御飯　・お吸物（ワカメ）
・麻婆豆腐　・ヒジキと大根
と高野豆腐の煮物　・長芋
の梅和えサラダ　・キュウ
リとコンニャクのナメタケ和
え

　・御飯　・味噌汁　・ホッケ
の煮つけ　・クラゲとキュウ
リとハムの酢の物　・野菜
炒め（豚肉入り）

　・いなり寿司　・味噌汁
（大根　高野豆腐）　・ロー
ルキャベツ　・切り干し大
根　・サラダ（トマト　レタ
ス）

　・御飯　・味噌汁（ニラ
卵）　・すき焼き　・焼鮭　・
キュウリとキャベツの浅漬

　・御飯　・味噌汁(キャベ
ツ　あげ）　・鯖の野菜あん
かけ　・肉じゃが　・長芋の
梅おかか和え

　・カツ丼　・ポトフ　・もや
しのナムル　・大根サラダ
・大学芋

　・御飯　・味噌汁（ほうれ
ん草　長ネギ　揚げ）　・豚
の生姜焼　・キュウリと水
菜の昆布マヨネーズ和え
・フルーツヨーグルト（パイ
ン バナナ）
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朝

　・五穀御飯　・味噌汁
(キャベツ）　・鮭　・ピーマ
ンとベーコンの炒め物　・
ミートボールと玉葱の炒め
物　・昆布の佃煮　・イチゴ
のフルーチェ

　・御飯　・味噌汁（豆腐
ワカメ）　・ホッケの塩焼き
・ミートボールと玉葱の炒
め物　・タラコ　・煮豆

　・御飯　・お吸物（アサリ
ワカメ）　・大根の煮物（ご
ぼ天）　・昆布の佃煮　・煮
豆　・うどんサラダ（水菜
豚肉）

　・御飯　・味噌汁（ワカメ
高野豆腐）　・焼鯖　・チー
ズハム　・ニラと卵の中華
炒め　・白菜の漬物　・キュ
ウリとクラゲの和え物

　・御飯　・味噌汁（椎茸
人参　なす）　・フキと竹の
子の煮物　・ホッケ　・キノ
コと湯葉の酢漬　・佃煮　・
バナナヨーグルト

　・御飯　・味噌汁（なす）
・スクランブルエッグ（ベー
コン）　・焼鮭　・ウィンナー
とピーマン　もやしの炒め
物　・芋のキンピラ

　・御飯　・味噌汁（ニラ
卵）　・焼鯖　・ピーマンと
ソーセージの塩昆布の炒
め物　・ナスの揚げびだし
・フキと竹の子の煮物

昼

　・ちらし寿司（まぐろ）　・フ
キと天カマの煮物（ナルト
しらたき）　・春雨サラダ
（キュウリ　ハム）　・フルー
ツ

　・ナポリタンスパゲティ　・
まぜ御飯　・味噌汁（玉葱
カニカマ）　・鱈フライ　・レ
タス

　・御飯　・味噌汁（キノコ
ワカメ）　・イカのてんぷら
（大根おろし付）　・フキと
竹の子　天カマの煮物　・
サラダ（トマト　水菜　ピー
マン　ちりめん）

　・焼ソバ　・味噌汁　・お
にぎり（小2個）　・白菜の
おひたし　・シュウマイとナ
スのあんかけ　・たくわん

　・御飯　・卵スープ　・キノ
コとキャベツのオーロラ炒
め　・肉団子　・トマトサラ
ダ　・ナスと挽肉の味噌炒
め

　・御飯　・味噌汁（豆腐
揚げ）　・コロッケ　・サラダ
（キャベツ　玉葱　大根
シーチキン）

　・御飯　・味噌汁（ナメコ
豆腐）　・ラーメンサラダ　・
味噌おでん（大根　こん
にゃく　天ぷら）　・メンチカ
ツ（トマト付）

夕

　・御飯　・スープ(シュウマ
イ　ネギ）　・フキと天カマ
の煮物（ナルト　しらたき）
・人参とピーマンのキンピ
ラ　・鯖　・キュウリの漬物

　・御飯　・味噌汁　・チー
ズハンバーグ　・ポテトサ
ラダ　・キノコと湯葉の和え
物　・つぼ漬　・レタス

　・御飯　・味噌汁（白菜）
・肉じゃが（玉葱　豚肉　人
参）　・サンマの生姜焼　・
白菜漬　・キュウリとクラゲ
の酢の物

　・ハッシュドビーフ（玉葱
牛肉　マッシュルーム）　・
小松菜のナメタケ和え　・
野菜炒め　・桃　バナナ
ヨーグルト

　・かれーライス　・もやし
の味噌汁　・カニカマとレタ
スのサラダ　・椎茸とキャ
ベツの甘酢あんかけ

　・御飯　・つみれ汁　・ホッ
ケ　・麻婆豆腐　・麻婆春
雨　・梨　みかん

　・御飯　・味噌汁（大根）
・オムレツ　・ナポリタン　・
キュウリとクラゲの酢和え
・イカの塩辛
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朝

　・御飯　・お吸物（つみれ
椎茸）　・シュウマイの中華
あんかけ（しめじ　椎茸）
・フキの油炒め　・納豆　・
キュウリの木耳和え

　・御飯　・味噌汁（ニラ
卵）　・鯖の塩焼き　・きん
ぴらごぼう　・ほうれん草と
ソーセージのソテー　・子
持ち昆布　・ちりめんジャコ

　・しらす御飯　・味噌汁
（大根）　・焼ホッケ　・キノ
コと湯葉の煮物　・水菜と
カニカマのサラダ　・筋子
・スルメ松前漬

　・御飯　・味噌汁　・ソー
セージとピーマンの炒め
物　・キュウリの浅漬　・サ
ンマ

　・御飯　・味噌汁（ワカメ
卵）　・肉団子とキャベツの
炒め物　・大根と人参の煮
物　・煮豆　・バナナヨーグ
ルト

　・御飯　・お吸物(椎茸
ワカメ）　・煮豆　・納豆　・
冷しゃぶ（豚肉　水菜　トマ
ト　キュウリ）　・煮物（さつ
ま揚げ　こんにゃく）

　・御飯　・味噌汁（もやし
卵）　・鮭　・里芋煮　・かも
団子のあんかけ煮　・納豆

昼

　・御飯　・味噌汁（ニラ
卵）　・真ガレイの煮つけ
・筑前煮（鶏肉　高野豆腐
人参　わらび　こんにゃく）

　・生寿司　・天ぷら　・そ
ば　・茶碗蒸

　・御飯　・味噌汁（きのこ）
・糖さんま　・かぼちゃの煮
物　・バナナのヨーグルト

　・御飯　・煮込みラーメン
・長芋のサラダ　・ジンギス
カン　・じゃが餅

　・おにぎり（2個）　・そば
（大根　人参　豚肉　椎茸
しめじ　ナルト）　・タラコ　・
サラダ（もやし　水菜　ハ
ム）

　・雑穀米　・味噌汁（ナ
ス）　・肉じゃが（豚肉　水
菜　じゃが芋　しらたき）　・
豆腐のあんかけ（人参）　・
酢の物（カニカマ　ワカメ
キュウリ）

　・炒飯（人参　卵　ｳｨﾝ
ﾅー）　・中華スープ（ベー
コン　レタス）　・さつま揚げ
（大根おろし　水菜）　・ﾗｰﾒ
ﾝｻﾗﾀﾞ（キュウリ　ハム）　・
ｺｰﾝﾊﾞﾀｰ（パセリ）

夕

　・御飯　・味噌汁（ネギ
ワカメ）　・サンマの味噌煮
・煮物（ナルト　こんにゃく
わらび）　・サラダ（キャベ
ツ　じゃが芋）　・梨

　・御飯　・豚汁　・サラダ
・赤魚の煮つけ

　・御飯　・味噌汁（ワカメ
ネギ）　・マグロのやまかけ
・焼ナス　・ハンペンのチー
ズ巻　・ピーマン　ナスの
炒め物　・ラーメンサラダ

　・御飯　・味噌汁（じゃが
芋　さつま芋　大根）　・酢
豚（ピーマン　玉葱　人参
鶏の唐揚げ）　・麻婆春雨
・キュウリの酢の物　・か
ぼちゃの煮物

　・御飯　・味噌汁（きのこ）
・肉豆腐　・おでん（味噌）
・ニラ玉あんかけ

　・三色丼（豚挽肉　鶏挽
肉　卵　椎茸）　・ﾏｶﾛﾆｻﾗ
ﾀﾞ　（キュウリ　ハム）　・
じゃが芋のｶﾚｰ炒め（人参
ベーコン）　・梨とﾖｰｸﾞﾙﾄ
・味噌汁(ニラ　卵）

　・御飯　・お吸物(ワカメ
おふ）　・ナスの和風挽肉
あんかけ　・うどんサラダ
（水菜　ツナ　ワカメ　ミニト
マト）　・大根おろし　ナメコ
和え

グループホームアウル登別館　９月　献立表　海ユニット


