
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・目玉焼・さ
つま芋・さんま蒲焼・ミート
ボール・洋梨・牛乳

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・焼鮭・玉子焼き・ひじ
きの煮物・南瓜の煮物・わ
かさぎの甘露煮・牛乳

昼    
ご飯・味噌汁・野菜サラ
ダ・鶏ゴボウ・豚キムチ春
雨・フルーツポンチ

ご飯･味噌汁・芋と人参と
鶏肉の煮物・鶏そぼろ煮・
フルーツ

夕    
ご飯・味噌汁・お好み焼・
チンジャオロース・サンマ
の塩焼・白菜のお浸し

ご飯・豚汁・きのこのおろ
し和え・ささぎ豆と芋の煮
物・オムレツ（ブロッコリー
添）

3 4 5 6 7 8 9

朝

ご飯・味噌汁・四川風玉
子焼・煮豆・焼紅鮭・さつ
ま芋の煮物・あんかけミー
トボール・ぶどう・牛乳

ご飯・味噌汁・豚肉とキャ
ベツの天カマ炒め・紫蘇
入納豆・煮豆・じゃが芋と
ふきと竹輪の煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・ミックスベジ
タブルとほうれん草のソ
テー・もやしとベーコンの
玉子とじ・野菜入りミート
ボール・牛乳・ヨーグルト

ご飯・味噌汁・天カマ・目
玉焼・ペンネのケチャップ
炒め・ほうれん草のツナ
和え

ご飯・味噌汁・ベーコン
エッグ・生姜焼き・昆布巻
き・ミートボール・鯖の味
噌煮・牛乳

ご飯・味噌汁・ベーコン入
スクランブルッグ・焼ほっ
け・鶏肉と茄子のマスター
ド炒め・ツナと水菜のサラ
ダ・牛乳・柿

ご飯・味噌汁･目玉焼き・
南瓜煮・焼豚・納豆・ベー
コン・牛乳・バナナ

昼

ご飯・味噌汁・焼魚・野菜
巾着・茄子の肉味噌炒
め・野菜のドレッシング和
え

ご飯・味噌汁・鶏つくね
煮・マカロニサラダ・長芋
のなめ茸和え

ご飯・クリームシチュー・ス
パゲティナポリタン・ハム
カツ・大根とミニトマトのサ
ラダ・フルーツポンチ

うどん・稲荷寿司・漬物・
肉じゃが・フルーツヨーグ
ルト

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・南瓜サラダ・フライドポ
テト･胡瓜ともずくの酢の
物

きのこうどん・おにぎり・八
宝菜・スモークサーモンサ
ラダ・さつま芋の天ぷら

ご飯・味噌汁・カレーコ
ロッケ・豚の生姜焼き・温
キャベツの鰹節和え・ミー
トオムレツ・里芋の煮物

夕
ご飯・味噌汁・麻婆キャベ
ツ・エリンギと天カマのそ
ぼろあん・南瓜の煮付

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
さつま芋煮・鶏ひき肉とゴ
ボウの生姜煮

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
きのこの中華炒め・コーン
バター

ご飯・味噌汁･麻婆豆腐・
きのこの中華炒め・コーン
バター

親子丼･味噌汁・野菜炒
め・ブロッコリーとゆで卵
のサラダ・大根としらすの
和え物

ご飯・味噌汁・コロッケ・ポ
テトフライチーズ蒸し・ラー
メンサラダ・玉子豆腐

ご飯・味噌汁・タラの粕漬
け・金平ゴボウ・豆いかの
じゃが芋煮・フルーツサラ
ダ・さつま芋甘煮・柿

10 11 12 13 14 15 16

朝

ご飯・味噌汁・モーニング
サーブのきのこ炒め・ポテ
トサラダ・竹の子煮・焼
ベーコン・煮豆・梨

ご飯・味噌汁・たらのムニ
エル・だし巻き玉子・焼ウ
インナー・わかさぎの佃
煮・さつま芋煮・牛乳

ご飯･味噌汁・たらこんぶ・
スクランブルエッグ・ほう
れん草のツナ和え・炙りチ
キン・鶏ひき肉とじゃが芋
の煮物

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・玉
子焼・南瓜甘煮・煮豆・
ソーセージ炒め・漬物・牛
乳

ご飯・味噌汁・目玉焼・生
姜焼・ウインナー・佃煮・
切干大根

ご飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め煮・揚げと白滝と
竹の子の煮物・オクラ納
豆・杏仁豆腐・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼・海
老焼売・ほうれん草のト
ビッコ和え・ミックスベジタ
ブルソテー・バナナヨーグ
ルト

昼

ご飯・味噌汁・胡瓜とアラ
スカの酢の物・さつま芋
煮・根菜と豆類の天カマ
煮・玉子豆腐のあんかけ・
バナナとさくらんぼ

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
チャンチャン焼・野菜とト
マトのサラダ

カレーライス・玉子スー
プ・生野菜サラダ・柿の
ヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・水菜と竹の
子の塩あんかけ・さつま
芋の甘煮・きのこ豆腐のう
ま煮・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・カツとササ
ミのフライ・きんぴらごぼ
う・さつま芋煮・レタスとト
マト

ご飯・味噌汁・海老と南瓜
と長芋の天ぷら・マカロニ
サラダ・鶏肉と里芋といん
げんの煮物・漬物・りんご

炒飯・きのこスープ・海老
チリ・胡瓜の酢の物・肉
じゃが・フルーツヨーグル
ト

夕

ご飯･味噌汁・ホイコーロ・
焼ほっけ・水菜のシーチ
キンサラダ・麻婆豆腐・漬
物

ご飯・味噌汁・さんまの生
姜焼・白滝のタラコ和え・
玉ねぎと竹輪の玉子とじ

ご飯・味噌汁・煮豆・漬
物・味噌おでん・いかじゃ
が煮・胡瓜のトビッコ和
え・ゴマ豆腐の山芋和え

ご飯・味噌汁・八宝菜・焼
つぼ鯛・麻婆豆腐・ほうれ
ん草とトビッコと三つ葉の
ポン酢和え・トマト

ご飯・味噌汁・焼鮭・かぶ
のとブロッコリの煮物・
サーモンマリネ・漬物

ご飯・味噌汁・餃子・南瓜
とさつま芋の煮物・もやし
とハムのサラダ

ご飯・豚汁・ピーマンの肉
詰・さんまの糠漬け焼き・
里芋の煮物・漬物・トマト

　 17 18 19 20 21 22 23

朝

ご飯・味噌汁・鶏つくね・
焼ほっけ・ソーセージと
ピーマンのカレー炒め・切
干大根・オムレツ・牛乳

ご飯・味噌汁・ほうれん草
の彩り巻き・焼紅鮭・煮
豆・大根と人参の煮物・ト
マト

ご飯・味噌汁・焼さんま・き
んぴらごぼう・ミニハン
バーグ・スクランブルエッ
グ・漬物

ご飯・味噌汁・目玉焼・里
芋煮・ふきと人参のピリ辛
煮・納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と豆腐
と揚げの煮物・豚肉入野
菜炒め・しその実海苔納
豆・さつま芋甘露煮・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・煮
豆・きのことベーコンの中
華炒め・かにクリームコ
ロッケ・牛乳

ご飯・味噌汁・ニラ玉・キ
スの焼き物・ハムカツ・煮
豆・ゴボウサラダ・牛乳

昼

ミートスパゲティ・おにぎ
り・きのこスープ・ハムサ
ラダ・揚げとインゲンの煮
物・リンゴ煮

ご飯･味噌汁・鶏肉の竜田
焼・キャベツの油炒め・茄
子とブロッコリーのカニカ
マあんかけ・海老佃煮

ご飯・味噌汁・油淋鶏・ポ
テトマカロニ・ほうれん草
ときのことミックスベジタブ
ルの炒め物・バナナ

ご飯・味噌汁・海老マヨ・
煮豆・麻婆茄子・胡瓜とさ
さみの中華サラダ・漬物・
フルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・トマト・銀がれいの
ミリン焼き・白菜のお浸し・
鶏肉と天カマと竹の子の
煮物

ご飯・味噌汁・焼鮭・大根
とカニカマのゴマだれサラ
ダ・春菊のゴマ和え・里芋
と人参と蓮根とゴボウの
煮物

カレーライス・きのこスー
プ・スパゲティサラダ・ウイ
ンナーとピーマンの炒め
物・冷奴・フルーツヨーグ
ルト

夕

海老重・味噌汁・南瓜煮・
煮豆・さつま芋のとろみ和
え・ワカメとイカとネギの
酢味噌和え

ご飯・味噌汁・海鮮塩春
雨・もやしの味噌炒め・肉
じゃが・胡瓜の漬物・くる
みじゃこ佃煮

ご飯・すり身汁・銀タラ味
付け焼・八宝菜・玉子豆
腐

ご飯・味噌汁・筑前煮・茄
子とオクラの煮浸し・南瓜
甘煮あんかけ・さんまおろ
し・柿とバナナ

海老丼・味噌汁・筑前煮・
スパゲティサラダ・柿

ご飯・味噌汁・すき焼き・
なま酢・鯖とキャベツの味
噌炒め・南瓜の煮物

ご飯・味噌汁・鮭のムニエ
ル・ナムル・きのことニラ
のあんかけ
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朝

ご飯・味噌汁・目玉焼・サ
ラダ・ミートボール・里芋と
竹輪の煮物・プルーン漬・
牛乳

ご飯･味噌汁・豚肉の生姜
焼・煮豆・だし巻き玉子・
ほうれん草のゴマ和え・牛
乳

ご飯・なめこ汁・豚肉と大
根と天カマ煮・野菜とベー
コンの中華煮・南瓜煮・バ
ナナのヨーグルト和え・牛
乳

ご飯・味噌汁・目玉焼･ニ
ラときのこのバター炒め・
焼鮭・昆布おかか・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・
ミートボール・ほうれん草
のツナ和え・ミックスベジタ
ブル・パインヨーグルト・牛
乳

ご飯･味噌汁・チーズ入ス
クランブフルエッグ・里芋
とさつま芋となるとの煮
物・焼売・柿・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・焼
鮭・ハム・スパゲティサラ
ダ・小町巻・牛乳

昼

ご飯・煮こみうどん・焼魚・
鶏のから揚げ・きのこのお
ろし和え・もやしとピーマ
ンの炒め煮・柿

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
海鮮塩春雨・キムチと
チーズの炒め物

ご飯･水餃子・コーンク
リームコロッケ・ブロッコ
リーと豚肉のにんにく味噌
炒め・豆腐とワカメのサラ
ダ・トマト

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・煮豆・ゴボウサラ
ダ・麻婆茄子

ご飯・味噌汁・とんかつ・
玉子サラダレタス添・筑前
煮・フルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル　のチーズ焼・春菊の
ゴマ和え・ゴボウサラダ・
みつ豆

生寿司・そうめん・南瓜
煮・うずら卵煮・ミートボー
ル・ハムとトマトのサラダ・
柿

夕

梅ワカメご飯・ポトフ・南瓜
甘煮・白菜の豚肉はさみ
蒸し・里芋のうま煮・ペン
ネ・みかんサラダ

ご飯・味噌汁・さんまの塩
焼・玉ねぎの玉子とじ・さ
つま芋煮・子和え・漬物

ご飯・味噌汁・焼ホッケ・
小松菜ときのこの玉子と
じ・エビチリ・昆布巻・じゃ
この佃煮

ご飯・味噌汁・鮭のムニエ
ル・胡瓜の酢の物・じゃが
芋とひき肉の煮物・漬物

ご飯・すり身汁・焼ほっけ・
白滝のたらこ和え・インゲ
ンのゴマ和え・

ご飯・味噌汁・麻婆キャベ
ツ・餃子・煮豆・竹の子と
ふきの煮物・胡瓜とワカメ
の酢の物

ご飯・味噌汁・豚ジンギス
カン・茄子とエリンギの炒
め煮・さつま芋の甘露煮

31

朝

ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
と天カマの煮物・白菜と豆
腐とベーコンの酒蒸し・な
め茸海苔納豆・煮豆・牛
乳

  　 　 　 　

昼

ご飯・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・鶏ひき肉のつくね
煮・芋とはんぺんの煮物・
パイナップル

  　 　 　 　

夕

ご飯･味噌汁･肉じゃが・焼
宋八・すき焼き豆腐・ほう
れん草のトビッコ和え・佃
煮

  　 　 　 　

グループホームアウル  １０月　献立表
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