
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

ごはん　白菜のｽｰﾌﾟ　ﾐｰﾄ
ﾎﾞｰﾙと茄子のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
豆腐ときゅうりのｻﾗﾀﾞ　煮
豆

ごはん　味噌汁　卵焼き
ほうれん草のお浸し　焼魚

ごはん　味噌汁　目玉焼き
煮豆　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ　ふきの油
炒め

昼
ごはん　味噌汁　鯖の塩
焼き　もやしのﾅﾑﾙ　きの
この酢の物

お寿司　味噌汁　天ぷら
そば

ちらし寿司　お吸い物　餃
子　ｷｭｳﾘとﾊﾑの酢の物
茄子の煮びたし　ふかしさ
つまいも

夕
ごはん　味噌汁　ｸﾞﾗﾀﾝ
豚肉とﾈｷﾞの照り焼き　ｻﾗ
ﾀﾞ

二色丼　お吸い物　茄子
味噌炒め　ｷｭｳﾘと春雨の
酢の物

さつまいもごはん　味噌汁
鰊の味醂焼　大根と天ｶﾏ
のおでん　べったら漬け
りんご
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朝

ごはん　味噌汁　海鮮八
宝春雨　豆腐とほうれん
草のなめたけ和え　きゅう
りと若芽の酢の物

ごはん　味噌汁　焼鮭　さ
さぎとちくわのﾏﾖ和え　ふ
きの煮物

山菜ごはん　味噌汁　ｼｭｳ
ﾏｲ　ほうれん草のなめこ
和え　ﾌﾙｰﾂ

ごはん　味噌汁　ﾁｰｽﾞは
んぺん焼　焼鯖　卵焼き
ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　鰊の味
醂漬け　ほうれん草のお
浸し　南瓜のﾊﾞﾀｰ醤油炒
め　冷奴

ごはん　味噌豆腐ｽｰﾌﾟ
秋刀魚の和え物　納豆

ごはん　味噌汁　茄子とﾐｰ
ﾄﾎﾞｰﾙのｹﾁｬｯﾌﾟ炒め　きゅ
うりと海苔の酢の物　煮豆

昼
混ぜごはん　味噌汁　ｲﾓ
と茄子の天ぷら　鯖の塩
焼き　さつまいもの煮物

鮭寿司飯　味噌汁　きのこ
おろし大根和え　ﾍﾞｰｺﾝと
小松菜炒め　ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ

ごはん　味噌汁　ﾄﾗｳﾄｻｰ
ﾓﾝ焼　ﾚﾀｽとｽﾊﾟのｺﾞﾏｻﾗ
ﾀﾞ　ﾋﾟｰﾏﾝの塩昆布和え

ごはん　味噌汁　秋刀魚
の醤油焼　南瓜のｻﾗﾀﾞ
春菊の胡麻和え　りんご

山菜ごはん　味噌汁　ｷｭｳ
ﾘと若芽の酢の物　肉団子
の甘酢あんかけ

ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ　ごはん　ﾄﾏﾄ
のｻﾗﾀﾞ　天ｶﾏとふきのき
んぴら

二色丼　味噌汁　春雨ｻﾗ
ﾀﾞ　ﾌﾙｰﾂ

夕
ｶﾚｰﾗｲｽ　ほうれん草の
ｽｰﾌﾟ　ｻﾗﾀﾞ

かき揚げうどん　ふりかけ
ごはん　南瓜の煮物

ごはん　味噌汁　肉団子
のあんかけ　大根ｻﾗﾀﾞ
ふきの煮物

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾅﾎﾟﾘﾀﾝ　卵若芽
ｽｰﾌﾟ　麻婆春雨

豚汁　ごはん　焼鯖　ｻﾗﾀﾞ
ごはん　味噌汁　ｻｲｺﾛｽ
ﾃｰｷｱｽﾊﾟﾗ添え　ﾏｶﾛﾆｻﾗ
ﾀﾞ　ﾌﾙｰﾂ

ごはん　味噌汁　ﾎﾟﾃﾄﾁｰ
ｽﾞ　焼魚　ｻﾗﾀﾞ
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朝
ごはん　味噌汁　焼豚　卵
焼き　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ｼｭｳﾏｲ
ｱｽﾊﾟﾗとｺﾞﾏｻﾗﾀﾞ　ﾏﾝｺﾞｰ

ごはん　味噌汁　煮物　焼
鯖　もやしのｻﾗﾀﾞ　ﾌﾟﾘﾝ

五目ごはん　味噌汁　目
玉焼き　野菜炒め　煮豆

ごはん　味噌汁　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ
大根と若芽の和え物　ﾗｰﾒ
ﾝｻﾗﾀﾞ

鶏五目ごはん　味噌汁
煮物　ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞの塩
昆布炒め　ﾎﾜｲﾄｱｽﾊﾟﾗ

ごはん　味噌汁　煮魚　ｷｬ
ﾍﾞﾂ炒め　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

昼

ﾄﾞﾗｲｶﾚｰ　味噌汁　はんぺ
ん（家族会　鮭親子丼　味
噌汁　鰊そば　漬物　ｻﾗ
ﾀﾞ）

ごはん　ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ　ｽﾊﾟｹﾞ
ﾃｨｰ　ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ　さつ
まいものｻﾗﾀﾞ

ふりかけごはん　うどん　ｲ
ﾓと南瓜の塩煮　ｾﾞﾘｰ
きゅうりの漬物

ごはん　味噌汁　肉団子
のｹﾁｬｯﾌﾟ煮　煮物　豆腐ｻ
ﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ﾛｰﾙｷｬ
ﾍﾞﾂﾁｷﾝ風味　ふきと天ｶﾏ
のｺﾞﾏ風炒め　ほうれん草
のお浸し

ごはん　お吸い物　ｼｭｳﾏｲ
の中華あんかけ　人参の
きんぴら　豆腐の和え物

お寿司　そば　天ぷら　茶
碗蒸し

夕
ﾎﾟｰｸｶﾚｰ　味噌汁　白菜
のお浸し

ごはん　味噌汁　煮物　焼
魚　ﾌﾙｰﾂｻﾗﾀﾞ

ﾏｸﾞﾛ漬け丼　味噌汁　麻
婆茄子　大根しそわかめ

ごはん　南瓜のｼﾁｭｰ　し
らたきとぜんまいの煮物
麻婆春雨　糠秋刀魚の素
揚げ　小松菜の胡麻和え

ごはん　味噌汁　海鮮八
方春雨　焼ﾎｯｹ大根おろし
付　ﾗｰﾒﾝｻﾗﾀﾞ

ごはん　お吸い物　お刺身
南瓜ｸﾞﾗﾀﾝ　ほうれん草の
胡麻和え

ｶﾚｰﾗｲｽ　ﾆﾗ玉ｽｰﾌﾟ　南
瓜の煮物　柿
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朝
ごはん　味噌汁　煮魚　卵
焼き　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ　きゅうりと
ｼｰﾁｷﾝのｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　豆腐の
玉子とじ　もやしのﾅﾑﾙ　ｻ
ﾗﾀﾞ

ﾊﾟﾝ　大根菜ｽｰﾌﾟ　ﾐｰﾄﾎﾞｰ
ﾙ　目玉焼き　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　味噌汁　ﾐｰﾄﾛｰﾌ
煮物　煮豆

ごはん　味噌汁　ちゃん
ちゃん焼　南瓜ときゅうり
のｻﾗﾀﾞ　高野豆腐の煮物

ﾊﾞﾅﾅﾌﾞレット　ﾚﾓﾝﾃｨ　ｷｬ
ﾍﾞﾂとちくわの味噌ﾏﾖﾈｰｽﾞ
和え　ｱｯﾌﾟﾙﾖｰｸﾞﾙﾄｿｰｽが
け　ｷｳｲ　ﾊﾑ

ごはん　味噌汁　ふきの煮
物　焼鮭　豆腐ｻﾗﾀﾞ　ﾊﾞﾅ
ﾅﾖｰｸﾞﾙﾄ

昼
ごはん　ｼﾁｭｰ　ﾒﾝﾁｶﾂ　ｽ
ﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ　りんご

うどん　ふきと鯖缶の和え
物　ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ　もやし、
若芽のﾚﾀｽｻﾗﾀﾞ

二色丼　味噌汁　焼鯖
きゅうりと若芽のｺﾞﾏｻﾗﾀﾞ

豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　ｽｰﾌﾟ　茄子
のｽﾊﾟｹﾞﾃｨ

ごはん　南瓜ｽｰﾌﾟ　おろし
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　ふきと天ｶﾏの煮
物

混ぜごはん　白菜の味噌
汁　ﾎｯｹのﾌﾗｲ　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌ﾗｰﾒﾝ　豆腐
としその和え物

夕
ごはん　白菜ｽｰﾌﾟ　きんぴ
ら鶏肉ｿﾃｰ　おから　ﾚﾀｽ
ｻﾗﾀﾞ

ｵﾑﾗｲｽ　餃子のあんかけ
ほうれん草と人参の白和
え

ごはん　味噌汁　ｶﾚｲの煮
つけ　たらこの具沢山和え
柿と大根のなます

ごはん　味噌汁　鮭のﾌﾗｲ
ﾚﾀｽﾄﾏﾄ添え　南瓜の煮物
白菜のお浸し

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ　ｽｰﾌﾟ
ｻﾗﾀﾞ

ごはん　三平汁　豆腐ﾁｬﾝ
ﾌﾟﾙｰ　昆布の煮物

ごはん　味噌汁　秋刀魚
の塩焼き　肉団子のきの
こあんかけ　大根ｻﾗﾀﾞ
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朝
ごはん　味噌汁　焼ﾎｯｹ
卵焼き　ｻﾗﾀﾞ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　味噌汁　銀鱈味
醂漬　ﾄﾏﾄとﾁｰｽﾞのｵﾑﾚﾂ
にんげんの胡麻和え　白
菜のお漬物

ごはん　味噌汁　ふきと天
ｶﾏのの煮物　かに玉　杏
仁豆腐

ごはん　えのきｽｰﾌﾟ　塩鯖
大根の味噌煮　煮豆

ごはん　味噌汁　焼鮭　里
芋の煮物　越前卵焼き
南瓜ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　野菜炒
め　南瓜の煮物　大根ｻﾗ
ﾀﾞ

ごはん　味噌汁　目玉焼き
麻婆春雨　煮豆

昼
煮込みうどん　長いもとｷｭ
ｳﾘの酢の物　春雨ｻﾗﾀﾞ

ごはん　ﾎﾀﾃｼﾁｭｰ　ﾒﾝﾁｶ
ﾂ　ｷｭｳﾘ白菜の漬物

ﾁｬｰﾊﾝ　大根菜ｽｰﾌﾟ　海
藻ｻﾗﾀﾞ

ｶﾚｰﾗｲｽ　ｽｰﾌﾟ　大根とｼｰ
ﾁｷﾝのｻﾗﾀﾞ　柿

ごはん　味噌汁　ほっけの
南蛮漬風　長いもときゅう
りの酢の物　水菜のお浸
し

ごはん　中華ｽｰﾌﾟ　ﾊﾝﾊﾞｰ
ｸﾞｷｭｳﾘとｱｽﾊﾟﾗ、ｷｬﾍﾞﾂﾄﾏ
ﾄ付　ﾊﾟｲﾝ　ﾊﾞﾅﾅ

ごはん　味噌汁　肉じゃが
かぼちゃｺﾛｯｹｷｬﾍﾞﾂうさぎ
りんご添え

夕
ごはん　味噌汁　ﾎｯｹの煮
つけ　厚揚げと野菜の煮
物　白菜のお漬物

ごはん　お吸い物　鶏肉
のﾆﾗ玉　湯豆腐　長芋の
梅和え

親子丼　お吸い物　ﾊﾟｲﾝ
鮭といくらの親子丼　味噌
汁　麻婆茄子　南瓜の煮
物　ほうれん草のお浸し

ごはん　味噌汁　焼鯖　鶏
肉のｿﾃｰ　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　　焼肉ｷｬ
ﾍﾞﾂ添え　ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　揚げ出し
豆腐　鯖の味噌煮　漬物

グループホームアウル　１０月　山ユニット　献立表


