
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・チキンミー
トローフ・焼鮭・天かまと
昆布の煮物・スクランブ
ルエッグ・胡麻豆腐・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・ハ
ムエッグ・梅昆布漬・カ
レーコロッケ・煮豆・桃と
梨・牛乳

ご飯・味噌汁・ソーセージ
の玉子とじ・黒豆・カニカ
マ・ひじき煮・椎茸のバ
ターソテー・牛乳

昼
天丼・味噌汁・挽肉と芋
のそぼろ煮・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・クリームコ
ロッケ・かに玉・煎り豆
腐・ハム野菜サラダ

ご飯･味噌汁・コロッケ・玉
子とじ・黒豆・胡瓜とカニ
カマの酢の物・トマト

夕
鮭と梅のおにぎり・つけ
ラーメン・南瓜の甘煮・胡
瓜の酢の物・煮豆・スイカ

ご飯・味噌汁・餃子・いん
げんの胡麻和え・玉ねぎ
と竹輪の玉子とじ

ご飯・味噌汁・ひじきハン
バーグ・南瓜の煮物・ほう
れん草のトビッコ和え・煮
豆・フルーツポンチ
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朝

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
おから・　ベーコンときの
このバター炒め・天かま
と大根とナルトの煮物・ト
マト

ご飯･味噌汁・フキと白滝
とはんぺんの煮物・スク
ランブルエッグ・さんまの
蒲焼・煮豆・バナナとキウ
イフルーツ・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
青菜のお浸し・煮豆・トマ
ト・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と揚げ
の煮物・豚肉の野菜炒
め・納豆・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・コロッケ・
焼ほっけ・スパゲティサラ
ダ・茄子とコーンのバター
炒め・トマト

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・ウインナー・さつま芋
と竹輪の煮物・ペンネの
チーズケチャップ炒め・紫
蘇昆布

ご飯・なめこ汁・大根とが
んもと天かまの煮物・豚
肉と白菜と豆腐の酒蒸
し・納豆・煮豆・牛乳

昼

炒飯・味噌汁・一口がん
もと高野豆腐の含め煮・
帆立と玉ねぎのかき揚
げ・もやしと胡瓜の胡麻
和え・フルーツヨーグルト

あんかけ炒飯・味噌汁・
鶏肉の甘酢野菜あんか
け・さつま芋煮・水菜とツ
ナの和え物

ご飯・シチュー・マカロニ
サラダ・きのこのあんか
け炒め・桃

紫蘇梅おにぎり・天ぷらう
どん・焼ほっけ・麻婆茄
子・チンジャオロース・玉
子豆腐

ご飯・味噌汁・黒豆・煮込
みハンバーグ・春雨サラ
ダ・秋刀魚の煮付け・ミッ
クスベジタブル・バナナと
キウイのヨーグルト

ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・鶏ごぼう・南瓜の
煮物・焼ほっけ

かき揚げ天丼（南瓜・山
芋・海老）・生姜汁・里芋
の煮物・煮豆・漬物

夕

カレーライス・ポテトサラ
ダ・南瓜そぼろあんかけ・
大根と里芋の味噌煮・心
太

ご飯・味噌汁・酢豚・茄子
の味噌炒め・とろろ芋とえ
のき茸の和え物・焼鯖

ご飯・味噌汁・南瓜そぼろ
煮・八宝菜・豚肉と豆腐と
天かまの煮物

ご飯・豚汁・焼さんま・エ
ビチリ・さつま芋と天かま
の煮物・胡瓜の浅漬け・
マンゴとキウイ

外食 （お寿司・茶碗蒸し・
アイスクリーム・杏仁豆
腐）

ご飯・味噌汁・焼宗八・南
瓜の甘煮・ささぎ豆と芋
の煮物・クラゲサラダ

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・里芋と揚げの煮物・麩
の酢の物・洋梨フルー
チェ
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朝

ご飯・味噌汁・チキンミー
トローフ・あじの塩焼き・
玉子焼き･ソーセージと
ピーマンの炒め物・バナ
ナ・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
たらこ・水菜のピーナッツ
和え・煮豆・秋刀魚の缶
詰・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
うま煮・天かまと芋の煮
物・煮豆・フルーツ・牛乳

ご飯・味噌汁・ﾁｰｽﾞｽｸﾗﾝ
ﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・茄子とピーマン
の味噌炒め・きのこの
ベーコンバター焼・ささみ
のパン粉焼・黒豆・牛乳

ご飯・味噌汁・豚野菜炒
め・里芋の天かま煮・煮
豆・紫蘇の実入り納豆・
牛乳

ご飯・味噌汁・大根と人参
の鶏そぼろ煮・焼紅鮭・
だし巻き玉子・煮豆・南瓜
巾着・バナナ

ご飯・味噌汁・ソーセージ
の玉子とじ・煮豆・荒引ウ
インナー・きのこの油炒
め・じゃが芋とささぎの煮
物・煮豆・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ほうれん草の胡麻和
え・ポテトサラダ・煮豆・ト
マトのペンネ

鮭おにぎり・味噌汁・オム
焼きそば・紅じゃこ・南瓜
の煮物

ご飯・味噌汁・水餃子とウ
インナーと人参と大根の
塩あんかけ・いんげんの
胡麻和え・大根と豆腐の
煮物・煮豆

ちらし寿司・味噌汁・から
揚げ・南瓜煮・煮豆・トマ
ト

栗ご飯・けんちん汁・さつ
ま芋と茄子の天ぷら・お
でん（大根・天かま・玉
子・なると）・切干大根

ご飯・味噌汁・煮豆・メン
チカツ・茄子炒め・椎茸と
ほうれん草のバター炒め

ご飯・味噌汁・マカロニサ
ラダ・南瓜煮・肉団子と青
梗菜のあんかけ煮

夕

ご飯・味噌汁・焼鮭・キャ
ベツの天かま炒め・ハム
の玉子炒め・ブロッコ
リー・黒豆

ご飯・豚汁・焼鮭・煮豆・さ
さぎ豆と芋の煮物・胡瓜
とクラゲの和え物・ウイン
ナーとブロッコリーのベー
コン巻き

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
胡瓜の浅漬け・挽肉と
じゃが芋の煮物・いんげ
んの胡麻和え・長芋のな
め茸和え

ご飯・味噌汁・豚肉と白菜
と豆腐の酒蒸し・焼味醂
干鯖・いんげんのピー
ナッツ和え・かぶと揚げ
の煮物

ご飯・味噌汁・煮豆・南瓜
の甘煮あんかけ・親子
丼・天かまと芋の煮物・ト
マト

ご飯・味噌汁・さんまの蒲
焼・肉じゃが・長芋のなめ
茸和え・カニカマ

ご飯・味噌汁・生姜焼・オ
ムレツ・竹の子と竹輪とさ
さぎ豆の煮物・煮豆・み
かんヨーグルト
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朝

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・焼ほっけ・カ
レーコロッケ・おふくろ煮・
焼タラコ

ご飯・味噌汁・目玉焼・煮
豆・里芋の煮物・ハムとブ
ロッコリーとトマトのサラ
ダ・昆布の佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・大根とウイ
ンナーと竹輪の煮物・豚
肉と白菜と豆腐の酒蒸
し・スクランブルエッグ・梅
干・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・牛肉と牛蒡
の時雨煮・オムレツ・焼
鮭・ピーマンときのこと玉
ねぎのカレー炒め・洋梨・
牛乳

ご飯・味噌汁・焼みりん
ほっけ・梅干・ソーセージ
炒め・ほうれん草のトビッ
コ和え・鶏肉のハーブレ
モン・マンゴー・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
煮豆・漬物・フキと竹輪の
煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・豚野菜炒
め・大根と厚揚げの煮
物・納豆・煮豆・たくあん・
牛乳

昼

炊き込みご飯・味噌汁・
昆布の佃煮・南瓜のそぼ
ろあんかけ・さつま芋とウ
インナーと人参の煮物・
鯵の塩焼き

握り寿司・天ぷらそば・茶
碗蒸し・漬物・お吸い物

稲荷寿司・茶そば・煮豆・
南瓜あんかけ・ゆばと人
参の和え物・生ハムサラ
ダ

カレーライス・豚肉とほう
れん草の胡麻和え・煮
豆・スイカ

中華丼・味噌汁・オニオン
サラダ・心太・フルーツ
ヨーグルト

おにぎり・味噌汁・鮭の
チャンチャン焼・長芋の梅
和え・里芋のそぼろ煮・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・きのこパスタ・
野菜サラダ・南瓜の煮物

夕

ご飯・味噌汁・帆立のク
リーム煮・焼ほっけ・きん
ぴらごぼう・豚肉ソテー・
ヨーグルト和え

ご飯・なめこ汁・かぶとナ
ルトのそぼろ煮・八方菜
風中華煮・つぼ鯛塩焼き

中華丼・味噌汁・目抜き
の西京焼・もやしの玉子
とじ・天かまとはんぺんの
煮物・ワカメとみかんの
酢の物・漬物

豚丼・味噌汁・煮豆・南瓜
の甘煮あんかけ・茄子と
ピーマンのピリ辛炒め・さ
さぎ豆とさつま芋の煮物

ご飯・味噌汁・焼カレイ・
ポテトサラダ・キャベツの
天かま炒め・水菜のピー
ナッツ和え・煮豆

ご飯・味噌汁・白菜豆腐・
ベーコンの中華煮・肉
じゃが・銀がれい味醂焼・
昆布の佃煮

ご飯・インスタントラーメ
ン・ポテトサラダ・焼宗八・
水菜の和え物・大根の煮
もの
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朝

ご飯・味噌汁・チーズペン
ネ・ハムカツ・ミートボー
ル・黒豆・椎茸のバター
炒め

ご飯・味噌汁・四川風玉
子焼き・南瓜巾着・筑前
煮・秋刀魚の蒲焼・煮豆・
黄桃・牛乳

ご飯・味噌汁・オムレツ・
ベーコンときのこの炒め
物・ポテトサラダ・玉子豆
腐・焼ほっけ・牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
かぶと竹輪のベーコン
煮・黒豆・納豆・たらこ昆
布・牛乳

ご飯・味噌汁・焼目抜き・
カニカマ・さつま芋と竹輪
の煮物・きのこの中華炒
め・玉子焼き・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
たらこ・ほうれん草・煮
豆・切干大根・天かま煮・
牛乳

昼

しらす若布おにぎり・水餃
子スープ・きのこのマカロ
ニグラタン・南瓜の胡麻
和え・チンジャオロース・
フルーツポンチ

おにぎり・焼そば・スー
プ・切干大根の煮物・春
巻き

ご飯・味噌汁・焼魚・南瓜
サラダ・煮物・胡瓜の酢
の物

味噌ラーメン・おにぎり・
焼売・マンゴーのヨーグ
ルトがけ

ご飯・そば・ひじき煮・茄
子とピーマンの味噌炒
め・たくあん

ご飯・つみれ汁・かにク
リームコロッケ・大根とさ
つま揚げの煮物・蒸し鶏
のドレッシングがけ

夕

ご飯・きのこ汁・たらの大
葉焼・南瓜の甘煮あんか
け・さつま芋の天ぷら・オ
ムレツ・煮豆

ご飯・味噌汁・照焼きチキ
ン・マカロニサラダ・厚揚
げとキノコの煮物・白菜
のお浸し・りんごの甘煮

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・麻婆豆腐・インゲン
のピーナッツ和え・きんぴ
らごぼう

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
煮豆・ピーマンと茄子の
味噌炒め・オクラと長芋
の和え物・トマト

親子丼・味噌汁・茄子と
ピーマンと鶏肉の田楽・
南瓜あずき

ご飯・味噌汁・お好み焼・
ふきと天かまの煮物・子
和え・煮豆・帆立の酢味
噌和え・フルーツポンチ

グループホームアウル ９月　献立表
アウルⅡ


