
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝

ご飯・味噌汁・南瓜と人
参の煮物・白菜と揚げと
海苔の和え物・ゴマ昆
布・煮豆

ご飯・味噌汁・サンマの
蒲焼･竹輪とフキの炒め
物・もやしの梅味噌和え・
ささぎのゴマ和え・ナムル
のサラダ・冷奴イクラのせ

昼

ご飯･クリームシチュー・
煮卵・ブロッコリーとトマト
のサラダ・城下漬・もずく
と水菜の酢の物・牛乳ゼ
リーフルーツ

梅混込おにぎり・味噌汁・
鶏生姜焼き（ブロッコリー
添）・サーモンマリネサラ
ダ・きのこのおろし和え・
フルーツ＆チェリー

夕

ご飯・味噌汁･ミートボー
ルのトマト煮・ゴボウと人
参と天カマの炒め物・玉
子豆腐

ご飯・味噌汁･豚生姜焼
き（トマトと水菜添）・えの
きと胡瓜の酢の物・ベッタ
ラ漬
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朝

ご飯・味噌汁・サーモンの
フライタルタルソース・ケ
チャップ味のジャーマン
ポテト・大根とワカメのサ
ラダ・フルーツ入ヨーグル
ト

舞茸ご飯・納豆汁･白菜
の紫蘇の実和え・さつま
芋のレモン煮・インゲンと
カニカマ入だし巻き玉子・
三色ゼリー

ご飯・味噌汁・大根と人
参と竹輪の煮物・ほうれ
ん草のゴマ和え・昆布巻・
さつま芋の甘露煮

ご飯・味噌汁・目玉焼・野
菜サラダ・チキンナゲッ
ト・煮豆

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
チーズポテトのベーコン
巻・水菜とミニトマトの
シーチキンサラダ

ご飯・味噌汁・椎茸とウイ
ンナーのバターソテー・ほ
うれん草のトビッコ和え・
生揚げとゴボウとかぶの
煮物・柿のノーグルト和え

ご飯・すり身汁・大根と天
カマの煮物・すじこ・ハー
ブ鶏サラダ・いんげんと
ソーセージの炒め物・柿
とバナナのヨーグルト和
え

昼
牛丼・味噌汁・マカロニサ
ラダ・ほうれん草のしらす
和え・沢庵・黄桃

稲荷寿司・そうめん汁・海
老と茄子と南瓜の天ぷら

きのこのおこわ・すり身
汁・餃子・ほうれん草の
小女子和え・南瓜サラダ・
黄桃

ご飯･味噌汁・トマト煮込
みのハンバーグ・（ブロッ
コリー・ポテト添）きのこの
おろし和え・中華くらげの
春雨サラダ

梅紫蘇おにぎり・味噌汁･
チンジャオロース・さつま
芋の天ぷら・大根と蓮根
と里芋の煮物

ご飯・味噌汁・ヒレカツ
（キャベツ・人参・トマト
添）・里芋の煮物・玉子豆
腐（イクラのせ）

カレーソバ・ワカメと胡瓜
とオホーツクの酢の物・
南瓜の甘煮・胡瓜の粕漬
け

夕

ご飯･味噌汁・ベーコンと
もやしとキャベツの蒸し
煮・焼ほっけ・中華春雨
サラダ

ご飯・玉子と玉ねぎのコ
ンソメスープ・豆腐ハン
バーグ・中華サラダ・
ジャーマンポテト

ご飯・味噌汁･八宝菜・コ
ロッケ・キャベツとプチト
マトのサラダ

ご飯・味噌汁･サンマの塩
焼・茄子とピーマンの揚
げ浸し・里芋といんげん
のひき肉煮・ワイン漬たく
あん

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
サーモンマリネ・豆いかと
大根と白滝の煮物・あん
ずの甘漬

ご飯・豚汁・塩だれたらの
焼物・ほうれん草と竹輪
のトビッコ和え・ワイン漬
けたくあん

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
茄子とピーマンのひき肉
炒めトビッコと胡瓜の和
え物
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朝

鮭ご飯・味噌汁・ニラとし
めじの豚肉炒め・紫蘇の
実入納豆・フキと天カマ
の炒め煮

ご飯･味噌汁・おふくろ
煮・きんぴらごぼう・チー
ズオムレツ・シャーベ

ご飯・味噌汁・鮭の野菜
あんかけ・ウインナー入
スクランブルエッグ・煮豆

ワカメしらすご飯・味噌
汁・豆腐としめじのバター
玉子・南瓜の甘煮あんか
け・ほうれん草のなめ茸
和え・バナナ牛乳ゼリー

ご飯・味噌汁・切干大根・
白菜と海苔のポン酢和
え・紅じゃこ・たらこん

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・おくら納豆・マカロニ
サラダ・リンゴヨーグルト

ご飯・味噌汁・南瓜煮・焼
トラウトサーモン・煮豆・
昆布の佃煮

昼

きのこおろしパスタ・フラ
イドポテト･ブロッコリーと
玉子とハムのサラダ・フ
ルーツヨーグルト

他人丼・味噌汁・スパゲ
ティサラダ・海老焼売・胡
瓜の粕漬とかぶの浅漬

カレーライス・玉子スー
プ・チキンとブロッコリー
のグリーンサラダ・柿ヨー
グルト

きのこうどん・ツナサラ
ダ・大学芋・もやしとピー
マンの味噌炒め

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・トマトのツナベーコ
ンサラダ・おでん・フルー
ツヨーグルト

茄子のミートスパゲティ・
ほうれん草とミックスベジ
タブルのバターソテー・か
ら揚げ・梅紫蘇おにぎり・
スープ・フルーチェ

三色丼・味噌汁・海鮮麻
婆春雨・もやしとピーマン
のナムル・リンゴヨーグル
ト

夕

ご飯・味噌汁・ポテサラハ
ンバーグ・水菜とトマトの
スパゲティサラダ・みかん
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼（キャベツ添）・生たらこ
と白滝の煮物・じゃが芋
の塩煮

ご飯・味噌汁・たらのムニ
エル（ブロッコリー添）・竹
の子とひじきと鯖缶の煮
物・胡瓜の粕漬

ご飯・豚汁・ハムカツ（トマ
ト・パセリ添）・えのきと胡
瓜の酢の物・たくあん

中華丼・味噌汁・煮豆・ワ
インたくあん・胡瓜の粕漬

ご飯・すり身汁・銀カレイ
みりん漬焼き・ほうれん
草のシーチキン和え・里
芋のそぼろ煮・煮リンゴ

ご飯・味噌汁・鶏肉とじゃ
が芋のガーリック炒め・大
根と人参と天カマの煮
物・胡瓜とワカメとえのき
の酢の物
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朝

ご飯・味噌汁・さつま芋の
煮物・きんぴらポテト・ゆ
で玉子サラダ・フルーツ
入すりおろしリンゴ

ご飯・味噌汁・たらの粕漬
焼・大根おろし・ほうれん
草のゴマ和え・茄子の揚
げ浸し・胡瓜の漬物・煮リ
ンゴ

ご飯･味噌汁・ひじきと人
参と天カマの煮物・白菜
のなめ茸和え・昆布巻・
海老佃煮

ご飯・味噌汁･ミートボー
ル・うにくらげ・カニクリー
ムコロッケ・春菊ともやし
とカニカマの中華和え

ご飯・味噌汁・鮭の照焼・
蓮根と天カマと竹輪とナ
ルトの煮物・長芋入納豆・
さつま芋の甘露煮・ワイ
ン漬

ご飯・味噌汁・ニラと舞茸
ともやしの玉子とじ・ふき
と竹の子と天カマの煮
物・三色豆・城下漬

ご飯・味噌汁・焼鮭・大根
と鶏のささみの煮物・きん
ぴらごぼう・南瓜サラダ

昼
肉そば・茄子と団子の甘
酢和え・豚シャブサラダ・
りんご

ご飯・コンソメスープ・豚
キムチ・春雨サラダ・フ
ルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・すき焼き風
煮込み・茄子とピーマン
の味噌炒め・城下漬・煮
豆・柿

ご飯・味噌汁・八宝菜・き
のこのおろし和え・さつま
芋の甘露煮・柿とバナナ

刻み梅ご飯・味噌汁・豚
肉の野菜巻・ペンネのト
マト炒め・サーモンマリネ
サラダ・パインとリンゴ

スパゲティミートソース・
ポトフ・大根とブロッコリー
とトマトのサラダ・バナナ
とみかんのフルーチェ

カレーライス・きのこと白
菜のスープ・もやしとピー
マンのナムル・胡瓜とカ
ニカマのマヨネーズ和え・
オレンジゼリー

夕
ご飯・味噌汁・鶏のから
揚げ・和風サラダ・大根と
ナルトの煮物

ご飯・味噌汁・干ホッケ
焼・漬物・ジャーマンポテ
ト・茄子とピーマンの揚げ
浸し

ご飯・味噌汁・海老のチリ
ソース煮・玉子豆腐・長
芋とトマトの酢物・ブルー
ベリーと苺のゼリー

ご飯・味噌汁・鶏肉と人
参と竹の子の甘露煮・ほ
うれん草の白和え・ゴボ
ウサラダ・たくあん

ご飯・味噌汁・南瓜煮・焼
宋八・大根と人参の和え
物・漬物

チキンカツ丼・味噌汁・き
のこと野菜入あんかけ水
餃子・胡瓜とワカメとオ
ホーツクの酢の物

ご飯・味噌汁・和風きのこ
ハンバーグ・マカロニサラ
ダ・もやしとベーコンの中
華炒め
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朝

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
野菜炒めカレー風味・ほ
うれん草と竹輪の玉子と
じ

ご飯・味噌汁・おろし納
豆・きくらげと椎茸と白滝
の炒め煮・大根の煮物・
ちりめんじゃこ

ご飯・味噌汁・天カマと人
参とさつま芋の煮物・水
菜と竹輪のシーチキンサ
ラダ。ニラ入玉子焼・煮豆

ご飯・味噌汁・南瓜と里
芋のそぼろ煮・茄子と
ピーマンの味噌炒め・さ
つま芋甘煮・漬物

ご飯・味噌汁・えのきのゴ
マ昆布和え・胡瓜とツナ
のサラダ・キャべツ入スク
ランブルエッグ・ウイン
ナーとマカロニ炒め

ご飯･味噌汁・納豆･大根
と人参と天カマの煮物・
胡瓜と玉ねぎとオホーツ
クの酢の物・フルーツ入
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
しいたけとひじきの炒め
煮・茄子とナルトのなめ
茸和え・煮豆・漬物

昼

枝豆ご飯・味噌汁・豚ジ
ンギスカン・キスの天ぷ
ら・たくあん・フルーツヨー
グルト

ご飯・味噌汁･ロールキャ
ベツ・小松菜のたらこサラ
ダ・海鮮春雨・パインと
ピーチ

ご飯・豚汁・さんま煮付・
ほうれん草のゴマ和え・
べったら漬・柿

稲荷寿司・そうめん汁・大
根と里芋の煮物・ワカメと
胡瓜の酢の物・バナナ

きのこうどん・中華サラ
ダ・野菜の玉子とじ・ゴマ
豆腐・漬物

ご飯・味噌汁・鶏のみぞ
れ煮・白菜の梅おかか和
え・サーモンのサラダ・柿

ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース風炒め物・里芋と
鶏肉と高野豆腐の煮物・
春菊のゴマ和え・紅じゃこ

夕

ハンバーグ入キーマカ
レー・シーフードと玉子の
スープ・レタスとシーチキ
ンのおろしサラダ・チキン
ナゲット

ご飯・味噌汁・鮭のチャン
チャン焼・長芋と胡瓜の
酢の物・たくあん

カレーライス・ニラ玉スー
プ・春雨サラダ・フルーツ
カクテル

ご飯・すり身汁・焼ほっ
け・白滝とひじきの子和
え・舞茸とニラの玉子と
じ・たくあん

ご飯・味噌汁・海老とミー
トボールのトマト煮・豆腐
と野菜の炒り煮・焼つぼ
鯛・べったら漬

鮭の炊き込みご飯・すり
身汁・シュリンプサラダ・
ふろふき大根の海老あん
かけ

ご飯・味噌汁・えのきと玉
子のスープ・海老とはん
ぺんの餃子・うずら豆煮・
ニラの玉子とじ・たくあん
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朝

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
しいたけとひじきの炒め
煮・茄子となるとのなめ
茸和え・煮豆・漬物

昼

海老とベーコンのクリー
ムパスタ・トマトと海老と
水菜のサラダ・野菜たっ
ぷりスープ・コロッケ・フラ
イドポテト・さつま芋チップ

夕

ご飯・味噌汁・焼宋八カレ
イ・厚揚げとささげのシー
チキン煮・バンバンジー
サラダ

グループホームアウル 　１０月　献立表
アウルⅠ


