
グループホームアウル ９月　献立表
アウルⅡ

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・大根と人参
と天かま煮物・きのこと
ベーコンの卵とじ・塩辛

ご飯（トースト）・味噌汁・
煮物・ほうれん草とびっこ
和え・煮豆・梨・牛乳

ご飯・味噌汁・筑前煮・
梅・はちみつポテト・ところ
天・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・鮭ホイル
焼・豚とごぼうのきんぴ
ら・トマトとグリーンアスパ
ラサラダ・ブドウ

ご飯・味噌汁・つぼだい
焼・スパゲティー・かぼ
ちゃ煮

わかめおにぎり・味噌汁・
焼そば・揚げ納豆・ヤング
コーンとブロッコリーサラ
ダ・フルーツヨーグルト和
え

夕
ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ポテトサラダ・ふき煮
物・梅

ご飯・味噌汁・野菜沢山
肉じゃが・わかめ酢物・チ
ンジャオロース―・ツナと
ほうれん草卵とじ

五目ご飯・味噌汁・さんま
塩焼（おろし）・南瓜サラ
ダ・トマト・青梗菜とベーコ
ントとポテトミルク煮

4 5 6 7 8 9 10

朝
ご飯・味噌汁・もやしとき
のこの卵とじ・スパサラ・
煮豆・パイナップル・牛乳

ご飯・味噌汁・大根そぼろ
煮・ほうれん草なめたけ
あえ・かぼちゃ煮物

ご飯・味噌汁・たらこ・南
瓜煮物・ニラと椎茸の卵と
じ・牛乳

ご飯・味噌汁・ひじき煮
物・イカ煮・ほうれん草と
舞茸ソテー（トマト添え）・
プルーン・コーヒー牛乳

ご飯・味噌汁・チーズ入り
スクランブルエッグ・ハム・
南瓜とはちみつポテト煮・
ところ天・牛乳

ご飯・味噌汁・マーボー豆
腐・南瓜サラダ・野菜炒
め・さんま蒲焼・牛乳

ご飯・味噌汁・煮豆・煮
物・キャベツとハムの卵炒
り・牛乳

昼

ちらし寿司・味噌汁・刺
身・金平ごぼう・大根煮
物・ほうれん草胡麻和え・
梨

ご飯・味噌汁・ヒレカツ（ポ
テト付）・白菜と豚肉煮浸
し・漬物・フルーツヨーグ
ルト和え

ご飯・味噌汁・ナスのゴマ
油炒り・豆腐と人参の炒
め・豚角煮（キャベツ添
え）・ぶどう

ひつまぶし・味噌汁・豚肉
アスパラ巻き・トマト・白菜
梅肉あえ・切干大根

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
白菜お浸し・マカロニサラ
ダ・スイカ

ご飯・味噌汁・鶏唐揚げ
（トマト、キャベツ）・南瓜
サラダ・たらこ・スイカ

ご飯・味噌汁・タラフライ
（キャベツ添え）・煮物・バ
ナナヨーグルト和え

夕

わかめご飯・味噌汁・具
沢山ジンギスカン・ゴーヤ
チャンプル・わかめとじゃ
この酢の物・マスカット

ご飯・味噌汁・焼鮭・野菜
炒め・納豆・なすと胡瓜の
即席漬け

ご飯・味噌汁・つぼだい
焼・チンジャオロース―・
漬物

ご飯・豚汁・白身フライ・も
ずく酢・サーモンと水菜の
サラダ・卵とじ・里芋煮物

ご飯・味噌汁・ロールキャ
ベツ・あさりとひじきと高
野豆腐煮・なめたけおろ
し・わかめと胡瓜とツナの
サラダ

いなり寿司・うどん汁・鮭
味噌チーズ焼・八宝菜・昆
布巻・胡瓜とトマトのゴマ
サラダ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
ほうれん草お浸し・じゃこ

11 12 13 14 15 16 17

朝
ご飯・味噌汁・南瓜煮物・
もずく酢・ほうれん草なめ
たけあえ・サンマ缶・牛乳

ご飯・味噌汁・ふきと天か
まとあげの炒煮・納豆・わ
かさぎ佃煮・プルーン・牛
乳

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・ほうれん草胡麻和え・
漬物

ご飯・とろろ汁・大根と人
参と天かまの味噌煮・とろ
ろ芋のとびっこ和え・卵豆
腐・牛乳

ご飯・味噌汁・切干大根・
春雨サラダ・たらこｏｒ納
豆・牛乳

ご飯・味噌汁・マーボー豆
腐・さつま芋の煮物・梅
干・牛乳

ご飯・味噌汁・納豆・厚焼
き卵・南瓜煮物・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・はんぺんの
ハムチーズフライ・メンチ
カツ（キャベツとカニかま
添え）・ひじきと切干大根・
たらこスパのしそ風味

ご飯・味噌汁・豚生姜焼
（キャベツ）・ポテトサラダ
ハム巻・里芋と高野豆腐
煮・梨とキウイ

ご飯・鶏ごぼう汁・鯖の味
噌煮・筑前煮・もずく酢・フ
ルーツヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・青梗菜中華風
煮・煮豆・桃

チャーハン・水菜と椎茸の
スープ・南瓜煮・かにと胡
瓜の酢物・漬物・桃

ご飯・味噌汁・生鮭ムニエ
ル・大根の煮物・漬物

ご飯・味噌汁・餃子・焼
肉・漬物・梨のヨーグルト
和え

夕

わかめご飯・鶏団子汁・
ホッケみりん漬焼・いかと
ネギのさっぱり煮・もやし
とメンマ和え・青梗菜とウ
インナ―ミルク煮

ご飯・味噌汁・サーモン蒸
し焼き・レモン風味ポテト
フライ・温いんげん・マー
ボー茄子・かにマリネ・ニ
シン切り込み

五目ご飯・味噌汁・鶏豆
腐ボールのおろしかけ・
あげ卵といんげん煮・レタ
スツナサラダ

ご飯・味噌汁・ぬかづけサ
ンマ焼魚・ふきと筍味噌
煮・いくらおろし・じゃがた
らバター

ご飯・味噌汁・厚揚げベー
コン巻と椎茸、筍の煮物・
エビチリ・ソーセージと貝
割れのゴマ風サラダ

ご飯・味噌汁・鶏とごぼう
のとじ煮・ナムル・梅干・
ぶどう

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・ほうれん草としめじソ
テー・とうきびとグリーン
野菜のサラダ

18 19 20 21 22 23 24

朝
ご飯・味噌汁・とろろ芋・イ
カ煮つけ・なすとしめじ炒
め・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と昆布
の煮物・筍とキャベツとハ
ムの炒め・パインとぶど
う・牛乳

ご飯・味噌汁・じゃが芋煮
物・きのこのソテー・こん
にゃく昆布佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・ハムエッ
グ・三色煮豆・しそ味噌巻
き・牛乳

フレンチトースト・
カフェオレ・野菜炒め・さ
つま芋甘煮・プリン

ご飯・味噌汁・いんげんと
芋の煮物・卵豆腐・漬物・
白滝ときのこの煮物・牛
乳

ご飯・味噌汁・煮物・レタ
スとカニかまとチーズの
サラダ・ごぼう入り卵焼
き・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・宗八焼魚・
マカロニサラダ・ほうれん
草なめたけ和え

ゴマ昆布のちらし寿司・フ
カヒレスープ・刺身・春雨
中華サラダ・筑前煮・ぶど
うとバナナ

ご飯・味噌汁・鯖味噌煮・
キャベツサラダ・漬物・子
もち昆布佃煮・漬物

いなり寿司・味噌汁・ささ
ぎ胡麻和え・酢の物・野菜
炒め

ご飯・味噌汁・焼魚（おろ
し）・ツナサラダ・ふきと天
かま炒め・梨

おはぎ・そうめん汁・煮
物・ささみと春雨のゴマサ
ラダ・茄子漬・メロン

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
松前漬け・漬物・フルーツ
ポンチ

夕

カレーライス・わかめスー
プ・白菜のお浸し・レタス
とオホーツクとチーズのサ
ラダ

ご飯・たち味噌汁・こあ
え・切干大根・シチューグ
ラタン風・ホッケ焼

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・南瓜煮物・ほうれん草
胡麻和え・キャベツ漬

ご飯・味噌汁・さんま塩
焼・ポテトサラダ・ナスと
ピーマンの味噌煮

ご飯・味噌汁・大根と人参
とあげの煮物・豚肉とね
ぎの味噌炒め・白菜と胡
瓜とトマトのサラダ

わかめご飯・すまし汁・ご
ぼうとひじき炒り煮・鶏か
ら野菜甘酢あんかけ・漬
物・キウイ

ご飯・味噌汁・コロッケと
はんぺんチーズ（キャベツ
添え）・ツナマカロニサラ
ダ・煮豆

25 26 27 28 29 30

朝
ご飯・味噌汁・白菜と豚の
酒蒸し・ベーコンと野菜の
卵とじ・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と人参
と鶏肉の煮物・ほうれん
草胡麻和え・納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・さんま蒲
焼・ほうれん草梅肉あえ・
マーボー豆腐・漬物・はち
みつポテト・カツゲン

ご飯・味噌汁・さんま缶・
酢の物・かぼちゃ煮物・
じゃこ佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・たらこ・きゅ
うり古漬け・卵焼き・サツ
マイモ煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・ひじき煮
物・白菜と豚のポン酢あ
え・はちみつポテト・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・キャベツサラダ・か
ぼちゃ煮物

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
マカロニサラダ・かぼちゃ
煮物・フルーツポンチ

五目御飯・味噌汁・鶏の
照り焼き（キャベツ添え）・
なすのおろしポン酢あえ・
洋梨とパイン

ご飯・味噌汁・洋風煮込
みハンバーグ（カリフラ
ワー、トマト）・ポテトサラ
ダ・小松菜とえび中華あ
んかけ・きゅうり漬

ご飯・味噌汁・鮭のクリー
ムソース（野菜添え）・わ
かめ酢の物・ほうれん草
うずらあんかけ・りんご

わかめおにぎり・そば汁・
鶏から揚げ・レタスとチー
ズゆず風味・サツマイモ
サラダ・漬物

夕
五目御飯・味噌汁・宗八
煮付・きのことちくわのゴ
マ酢あえ・ぶどう

ご飯・味噌汁・豚ロースの
おろしソース・ごぼうと厚
揚げのとじ煮・鰊漬け・カ
リフラワーとトマト

ご飯・味噌汁・焼魚・野菜
炒め・漬物

ご飯・えびつみれすまし
汁・豆腐と春菊と鶏の卵と
じ・もやしとハムのかつぶ
しサラダ・いか味噌漬け

ご飯・味噌汁・おでん・
ミートなす・レタスのりサラ
ダ

ご飯・味噌汁・刺身（サー
モン、えび）・みょうがとイ
カとわかめの酢味噌・ほう
れん草ときのこの中華あ
んかけ

＊献立には記載しておりませんが、朝食週２～３回ご飯かパンの選択メニューで提供しております。
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