
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5

朝

ご飯・味噌汁・ハムエッ
グ・さつま芋甘煮あんか
け・白菜の胡麻和え・バ
ナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
さばの塩焼き・煮豆・もや
しと小松菜の炒め物

ご飯・味噌汁・ｿｰｾｰｼﾞの
玉子とじ・煮豆・蕗の煮
物・粗びきｳｲﾝﾅｰ・ほうれ
ん草の胡麻和え・うまみ
昆布・ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ・牛乳

ご飯･味噌汁・玉子焼き・
カニカマ・茄子の漬物・焼
鮭・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
切干大根・きのこのバ
ター炒め・ささみとインゲ
ンの胡麻和え・りんごの
甘煮・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・鶏のから
揚げ（ゆで野菜添）・茄子
とベーコンのトマトパス
タ・じゃが芋の煮物・バナ
ナヨーグルト

ご飯・味噌汁・大学芋・和
風ハンバーグ・厚揚げの
煮物・きんぴらごぼう

ご飯・味噌汁・タラの大葉
焼・南瓜甘煮あんかけ・さ
つま芋天ぷら・大根のみ
ぞれあん煮・柿

ご飯・玉子スープ・中華
煮・南瓜あんかけ・煮豆・
肉じゃが

ご飯・味噌汁・鶏ひき肉
の親子煮・さつま芋の煮
物・水菜サラダ・みかん

夕

ご飯･味噌汁・焼ほっけ・
豚肉と野菜の炒め物・南
瓜の含め煮・切り昆布の
煮物

ご飯・味噌汁・さんまの竜
田焼・麻婆茄子・南瓜煮・
柿

炒飯・味噌汁・茄子の挽
肉炒め・ブロッコリーとト
マト・煮豆

ご飯・シチュー・つぼ鯛・
胡瓜とカニカマの酢の
物・ひじきの煮物・りんご
と洋梨のヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・煮豆・漬
サーモンと漬マグロ・はん
ぺんのハムカツ・海老の
かき揚げ・梨

6 7 8 9 10 11 12

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・煮
豆・目玉焼き・南瓜煮・茄
子のピリ辛炒め・竹の子
の胡麻和え・牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
白菜と豆腐とベーコンの
酒蒸し・納豆・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鯖・野菜
の味噌炒め・里芋の煮
物・ほうれん草の玉子と
じ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
かぶとがんもの煮物・ささ
みの香味焼・ほうれん草
のなめ茸和え・天かま・
煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・ソーセージ
入スクランブルエッグﾞ・焼
ほっけ・ひじき煮・なます・
煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・オムレツ・
納豆・ピーマンの甘煮・さ
つま芋と竹輪の煮物・た
らこ・柿・牛乳

ご飯・味噌汁・大根とさつ
ま芋の味噌煮・肉じゃが・
きんぴらごぼう・たらこ・
柿・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・麻婆豆腐・いんげん
の胡麻和え・ラーメンサラ
ダ

カレーライス・鶏団子スー
プ・蕗となるとと白滝の煮
物・豆腐サラダ・フルーツ
ポンチ

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・トマト・さつま芋の煮
物・青菜のお浸し・牛蒡
の炒め物

ご飯･味噌汁・南瓜の天
ぷら・さつま芋の煮物・煮
豆・中華サラダ・豆腐あん
かけ・トマト・漬物

ご飯・味噌汁・チキン南
蛮・煮物・ラーメンサラダ・
ブロッコリー

ご飯･煮込みラーメン・か
ら揚げ・煮豆・水菜のシー
チキンサラダ・焼さんま

オムライス・味噌汁・揚げ
だし豆腐・ラーメンサラダ

夕
ご飯・味噌汁・焼縞ほっ
け・豚肉と大根の煮物・さ
つま芋の甘露煮・福豆

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・
キャベツ・南瓜の煮物・ほ
うれん草と椎茸のバター
炒め・スパゲティ

ご飯・味噌汁・おから・焼
つぼ鯛・南瓜煮・もやしの
ナムル・白滝の子和え

中華丼・味噌汁・かすべ
のから揚げ・味噌おでん・
漬物・柿

ご飯・味噌汁・焼鮭・豚肉
と玉ねぎの生姜焼き・南
瓜の煮物・煮豆・とろろと
えのきの和え物

ご飯・味噌汁・煮豆・天
津・南瓜あんかけ・鮭ホイ
ル焼・柿

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
煮物・胡瓜の漬物・豚肉
と玉ねぎのクリーム煮

13 14 15 16 17 18 19

朝

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
だし巻き玉子・南瓜煮・ウ
インナーとピーマンと竹
輪の炒め物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ほっけの味醂漬け焼・う
まみ昆布・きのことレタス
とベーコンのバター炒め

ご飯・味噌汁・焼鮭・ポテ
トサラダ・天かまときのこ
の醤油炒め・ハーブチキ
ン・おくら納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・ﾁｰｽﾞ入ｽｸ
ﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・きのことベー
コンのバター炒め・ミート
ボール・黒豆・秋刀魚生
姜焼・ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・玉子
焼・南瓜の煮物・いんげ
んの胡麻和え・牛乳

ご飯・味噌汁･焼鯖・煮
豆・だし巻き卵・キャベツ
と天かまの油炒め・大根
とさつま芋の煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・煮物・焼
鮭・玉子焼き・ベーコンと
ほうれん草のバター炒
め・牛乳

昼
ハンバーグカレー・野菜
サラダ・煮豆・みかんの
ヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・豚肉ジンギ
スカン・とろろ芋とナメコ
の和え物・南瓜の煮物・
胡瓜の漬け物・柿

醤油ラーメン・胡麻おにぎ
り・煮豆・漬け物・柿

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
鶏肉じゃが・酢味噌和え・
さつま芋煮

ご飯・鶏団子汁・さつま芋
の甘煮・豚肉煮・白菜と
ベーコンと豆腐のあっさり
煮

カレーライス・ワカメスー
プ・さつま芋とりんごの煮
物・ほうれん草の玉子焼
き・南瓜煮・フルーツポン
チ

ご飯・味噌汁・鱈の甘酢
野菜あんかけ・南瓜煮・う
まみ昆布・フルーツポン
チ

夕
ご飯・つみれ汁・コロッケ・
茄子と天ぷらの煮物・昆
布巻き・トマト

ご飯・味噌汁・ホタテのか
き揚げ・すり身の天ぷら・
煮豆・白菜の胡麻和え・
高野豆腐と山菜の煮物・
洋梨

ご飯・味噌汁・餃子・さつ
ま芋・春雨サラダ・紅じゃ
こ・長芋とおくらの和え物

親子丼・豆腐と人参のあ
んかけ・胡瓜とワカメの酢
の物・トマト

ご飯・三平汁・煮豆・かす
べの煮付け（芋付）・梅肉
サラダ・黄桃・茄子とピー
マンのピリ辛炒め・南瓜と
さつま芋のあんかけ煮

ご飯・味噌汁・コロッケ・
中華サラダ・いんげんの
胡麻和え・かぶの煮物・
プルーン

ご飯・味噌汁・梅紫蘇入ト
ンカツ・切干大根・ほうれ
ん草のピーナッツ和え・
黒豆・漬物

20 21 22 23 24 25 26

朝

ご飯・味噌汁・オムレツ・
焼鯖・玉子豆腐・ベーコン
とキャベツのコンソメ煮・
ウインナー・牛乳

ご飯・味噌汁・じゃが芋の
ベーコン煮・フキと豚肉と
揚げの煮物・黒豆・たくあ
ん・桃缶・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・玉子
焼き・南瓜の煮物・煮豆・
昆布巻き・牛乳

ご飯・味噌汁・ソーセージ
の玉子とじ・フキと天かま
の煮物・ペンネのチーズ
炒め・煮豆・松前漬・牛乳

ご飯・味噌汁・鯖の塩焼
き・煮豆・肉じゃが・味付
煮玉子・キウイフルーツと
りんごの甘煮和え・牛乳

ご飯・味噌汁・茄子と蒲鉾
の煮物・ニラの玉子とじ・
焼秋刀魚・昆布の佃煮・
漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・カニカマ入
り玉子焼き・焼ほっけ・ひ
じき煮・大根とナルトとき
のこの煮物・はんぺん・
牛乳

昼
親子丼・味噌汁・水菜の
サラダ・さつま芋煮

うどん汁・稲荷寿司・ポテ
トサラダ・茄子の味噌炒
め・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・鶏の照焼
き・ほうれん草の白和え・
大根と厚揚げの煮物

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
鱈の甘酢あんかけ・水菜
の煮浸し

ご飯・味噌汁・つぼ鯛の
塩焼き・いんげんの胡麻
和え・竹輪胡瓜・煮物

カレーライス・スープ・ス
パゲティサラダ・南瓜煮・
フルーチェ

炒飯・味噌汁・コロッケ・
南瓜の煮物・茄子とピー
マンの味噌和え・ブロッコ
リー

夕

ご飯・味噌汁・南瓜のそ
ぼろあんかけ・目抜きの
西京焼・豚生姜焼き・野
菜炒め・昆布巻き

ご飯・味噌汁・シチュー・
煮豆・チキンカツ・白菜の
昆布和え・玉子とブロッコ
リーとトマトのサラダ

ご飯・味噌汁・鶏団子の
煮物・いんげんのピー
ナッツ和え・さつま芋と天
かまの煮物

ご飯・味噌汁・オムレツ・
南瓜の甘煮・煮豆・トマト
サラダ・筑前煮・白菜と豚
肉の蒸し煮

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
コロッケ・麻婆豆腐・煮
豆・松前漬け

ご飯・味噌汁・南瓜の春
巻き・オムレツ・きんぴら
ごぼう・胡瓜の梅和え・煮
豆

ご飯･味噌汁・ヒレカツ
（キャベツの千切り添）・
胡瓜のめんみ漬・小松菜
と竹輪の胡麻油炒め・煮
豆

27 28 29 30

朝

ご飯・味噌汁・赤魚の粕
漬け焼・ウインナー焼・煮
物・オクラの松前漬・ブ
ロッコリー

ご飯・味噌汁・チーズ入ス
クランブルエッグ・秋刀魚
の蒲焼･煮豆・茄子とピー
マンの味噌炒め・ミート
ボール・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鯖・天か
まと竹輪の煮物・肉団子・
焼ベーコン・佃煮

ご飯･味噌汁・焼鮭・オク
ラ入納豆・ほうれん草の
お浸し・煮豆・漬物・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ポテトサラダ・オクラと
カニカマ和え・フルーツポ
ンチ

ご飯・チキンカツ・帆立シ
チュー・ほうれん草のお
浸し・たらこと白滝の和え
物

お弁当（炊き込みご飯・
南瓜甘煮・ミートボール・
さつま芋甘煮）豚汁

ご飯・そろろソーメン汁・
かぶと里芋のそぼろ煮あ
んかけ・いかソーメンと
サーモンのお刺身・煮豆・
鱈の大葉から揚げ

夕

あさりご飯・味噌汁・焼
ほっけ・ほうれん草の胡
麻和え・揚げ大根の鶏肉
あんかけ

ご飯・味噌汁・鶏肉のピカ
タ・エビフライ・昆布の佃
煮・煮豆

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
焼かれい・長芋と昆布と
なめたけの和え物・トマト

ご飯・味噌汁・餃子・きん
ぴらごぼう・胡瓜とカニカ
マとみかんの酢の物・さ
つま芋と天かまの煮物

グループホームアウル １１月　献立表
アウルⅡ


