
グループホームアウル 9月　献立表
アウルⅠ

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
ご飯・味噌汁・ニラ玉・大
根おろし塩辛・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・卵焼き・塩
辛・きのこソテー・牛乳

ご飯・味噌汁・ベーコン
エッグ・ウインナー・切干
大根・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・天ぷら（か
ぼちゃ・ピーマン・かき揚
げ）・巾着煮・白菜お浸し・
漬物・フルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・生鮭ゴマ酢
漬け・野菜サラダ・梨

ご飯・スープ・ヒレカツ（ト
マト・ブロッコリー付）・黄
桃

夕
ご飯・味噌汁・ゴーヤチャ
ンプル・焼つぼだい・大根
煮物・

ご飯・味噌汁・豚肉野菜
巻き・かぼちゃサラダ・フ
キ煮物

ご飯・味噌汁・サンマ塩
焼・ナスのミート掛け・とこ
ろ天

4 5 6 7 8 9 10

朝
ご飯・味噌汁・もやし玉子
とじ・大根そぼろ煮・納豆・
牛乳

ご飯・味噌汁・大根おろし
なめたけ和え・しそ味噌・
はちみつポテト・牛乳

ご飯・とろろ昆布汁・たら
こ・わかめと天ぷら煮・冷
奴・牛乳

ご飯・味噌汁・天ぷらと大
根煮物・わかさぎ佃煮・納
豆・牛乳

ご飯・味噌汁・カニ玉・か
ぼちゃサラダ・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・きゅうりな
めたけ和え・ナス味噌炒
め・イカ煮付け・牛乳

ご飯・味噌汁・じゃが芋カ
レー金平・ほうれん草とハ
ム玉子サラダ・たらこ・牛
乳

昼
ご飯・味噌汁・サンマ塩焼
き・ほうれん草ツナ和え・
マンゴー・梨

ご飯・味噌汁・餃子・ピー
マンとメンマ炒め物・かぼ
ちゃ煮・フルーツヨーグル
ト

ご飯・スープ・大根と鶏肉
煮物・ナスとピーマン揚げ
浸し・パイン入り酢の物・
ぶどう

わかめご飯・味噌汁・焼
鮭・豚の角煮・ほうれん草
ゴマ和え・ぶどう

ご飯・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・じゃが芋たらこ和え・
エビフライ・桃・キウイ

ご飯・シチュー・豚肉とえ
のきおろしポン酢和え・焼
きそば・梨

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・春雨サラダ・キウイ

夕
三色丼・きのこ汁・じゃが
芋煮付け・ささぎゴマ和
え・漬物

ご飯・そーめん汁・金平ご
ぼう・刺身（カツオ・海老・
サーモン）

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・もやしサラダ・煮豆

ご飯・豚汁・白身魚フラ
イ・ナスお浸し・マーボー
春雨

ご飯・味噌汁・鶏肉の酢
豚風・焼ホッケミリン漬け

ご飯・タラ汁・グラタン・里
芋と天ぷら煮・漬物

鶏五目ご飯・味噌汁・メン
チカツ・白菜酒蒸しホワイ
トソース・ほうれん草ツナ
和え

11 12 13 14 15 16 17

朝
ご飯・味噌汁・煮豆・じゃ
が芋そぼろ煮・卵焼き・牛
乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
わかさぎ佃煮・野菜炒め・
牛乳

ご飯・味噌汁・ナス味噌あ
んかけ・子もちししゃも・漬
物・牛乳

ご飯・味噌汁・おでん・ひ
じき煮・たらこ・牛乳

ご飯・味噌汁・さつま芋甘
煮・キャベツ卵とじ・めか
ぶ・牛乳

ご飯・味噌汁・きのこソ
テー・金平ごぼう・いくら醤
油漬け・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
海苔佃煮・竹の子煮物・と
ろろ芋・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・鮭ちゃん
ちゃん焼・酢の物・かぼ
ちゃ煮・コーヒーゼリー

炊き込みご飯・漬物・酢味
噌和え・はちみつポテト・
焼サンマ

ご飯・つみれ汁・鶏肉みぞ
れ煮・ヨーグルトサラダ・
煮豆

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・野菜サラダ・煮
豆・桃

ご飯・スープ・ホイコー
ロー・玉子豆腐・もずく酢
サラダ・フルーツヨーグル
ト

ご飯・石狩汁・もやし梅和
え・餃子・漬物・桃

鮭まぜご飯・味噌汁・かぼ
ちゃ煮・大根煮物・漬物

夕
ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・玉子豆腐・フキ煮
物

ご飯・味噌汁・サバ味噌
煮・野菜サラダ・冷奴・白
菜お浸し

ご飯・味噌汁・ぬか漬け
サンマ焼・フキ煮物・はん
ぺんガーリック焼

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・春雨サラダ・キャベツ
梅和え

ご飯・味噌汁・味噌おで
ん・ニシン切り込み・マー
ボー春雨

ご飯・味噌汁・すき焼き・
イカ煮つけ・野菜サラダ・
洋梨

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・サバ塩焼・ほうれん草
ツナ和え

18 19 20 21 22 23 24

朝
ご飯・味噌汁・サンマ蒲
焼・しそ味噌巻き・たらこ・
牛乳

ご飯・味噌汁・ほうれん草
納豆和え・昆布玉子・海
苔佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・卵焼き・昆
布巻き・なます・牛乳

ご飯・味噌汁・ひじき煮
物・キャベツのポトフ煮・
マカロニサラダ・牛乳

ご飯・味噌汁・サンマ蒲
焼・きのこ炒め物・たらこ・
牛乳

ご飯・味噌汁・たらこ・小
松菜お浸し・金平ごぼう・
牛乳

ご飯・味噌汁・いんげん胡
麻和え・トマトとチーズサ
ラダ・里芋煮物・牛乳

昼
ご飯・玉子スープ・ジンギ
スカン・春雨サラダ・さつ
ま芋甘煮

赤飯・フカヒレスープ・煮し
め・刺身（マグロ・サーモ
ン・鯛）・春雨サラダ

ひつまぶし・刺身（はまち・
イカ・マグロ）・たち汁・子
和え・梨・キウイ

カレーライス・スープ・もや
しとベーコン炒め物・ぶど
う

ご飯・味噌汁・豚角煮・ほ
うれん草ツナマヨ和え・煮
物

おはぎ・お吸い物・ひじき
煮物・蒸し鶏の甘酢あん
かけ・メロン

ご飯・味噌汁・かぼちゃコ
ロッケ・酢の物・スパゲッ
ティサラダ

夕
ご飯・味噌汁・ししゃも・と
ころ天・わかめときのこバ
ター焼・芋煮っころがし

ご飯・味噌汁・サバ塩焼・
もやしお浸し・キャベツの
マーボー炒め

そぼろご飯・味噌汁・大根
煮物・白菜お浸し・煮豆

ご飯・味噌汁・筑前煮・焼
鮭・きゅうり酢の物

ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・ナス味噌炒め・さ
つま芋サラダ・松前漬

ご飯・味噌汁・天ぷら（エ
ビ・野菜かき揚げ）・野菜
サラダ・かぼちゃ煮付

ご飯・味噌汁・焼ホッケ・
芋と天ぷら煮物・漬物

25 26 27 28 29 30

朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
わかさぎ佃煮・昆布巻き・
はちみつポテト・牛乳

ご飯・味噌汁・わかさぎ佃
煮・かぼちゃそぼろ煮・納
豆ほうれん草・牛乳

ご飯・味噌汁・イカ味噌漬
け・キャベツと天ぷら煮び
たし・黒豆・牛乳

ご飯・味噌汁・大根煮物・
はちみつポテト・しそ味噌
巻き・ひき肉入りオムレ
ツ・牛乳

ご飯・味噌汁・カニ玉・か
ぼちゃ煮付け・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・ナス炒め
煮・野菜サラダ・フルーツ
ポンチ・牛乳

昼
いなり寿司・ポトフ・煮豆・
野菜サラダ・焼鮭

カレーライス・ゆで卵・
スープ・はんぺんチーズ
揚げ・野菜サラダ・バナナ
ヨーグルト

そーめん・小松菜ピーナッ
ツ和え・ポテトサラダ・ぶ
どう・キウイ・バナナ

ご飯・味噌汁・コロッケ・エ
ビチリ・野菜サラダ・ぶど
う

チャーハン・スープ・マカ
ロニサラダ・漬物・バナナ
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・八宝菜・と
ころてん・梨

夕
ご飯・味噌汁・ナスと春雨
オイスター炒め・ささぎ
ピーナッツ和え・大根煮物

ご飯・味噌汁・焼ホッケ・
大根と生あげ煮物・ほう
れん草お浸し・にしん切り
こみ

ご飯・味噌汁・煮しめ・も
やし卵とじ・サーモン刺
身・昆布佃煮

ご飯・すりみ汁・サバ味噌
煮・ナスとピーマン揚げ浸
し・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・煮物・野菜
あんかけ・酢の物

鉄火丼・味噌汁・豚肉と白
菜酒蒸し・カリフラワーサ
ラダ・漬物
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