
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・焼鯖・梅
干・からし菜なめ茸和え・
蜜柑ヨーグルト

ご飯・味噌汁・大根とがん
もの煮物・ポテトサラダ・
スクランブルエッグ

昼 生寿司(回転寿司）
カツカレー・ニラと玉子の
スープ・ブロッコリーのサ
ラダ

夕
ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・南瓜甘煮・大根の
葉サラダ

ご飯・味噌汁・餃子・麻婆
春雨
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朝
おにぎり・味噌汁・煮物・
肉キムチ・ウインナーエッ
グ

ご飯・味噌汁・塩鯖・奈良
漬

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・茄子と鶏肉の
炒め物・ウインナー

ご飯・味噌汁・煮玉子・竹
の子と牛肉炒め・梅干・紫
蘇の実

ご飯・味噌汁･焼鮭・マカ
ロニサラダ･白菜梅肉和
え

ご飯・味噌汁･南瓜煮・焼
ほっけ・つけもの・もやしと
胡瓜のサラダ・玉子焼き

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・おから・きんぴらサラ
ダ

昼
稲荷寿司・御吸い物・お
はぎ・煮しめ

ご飯・鱈鍋・ジンギスカン・
焼き鳥

ご飯・玉子スープ・ハン
バーグ・ポテトサラダ・たく
あん

カレーそば・おにぎり・ポ
テトサラダ

ご飯・豚汁・ナムル・玉と
じ甘酢あんかけ

ご飯・味噌汁・玉子豆腐
の鶏そぼろあんかけ・お
から煮・大根と切昆布の
煮物

ご飯・シチュー・野菜コ
ロッケ・マカロニサラダ・
煮りんご

夕 混ぜご飯・雑煮・塩サラダ

ご飯・味噌汁・焼鮭・きん
ぴらごぼう・ソーメン南瓜
の梅紫蘇ポン酢和え・漬
物

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ（キャベツ添え）・蜜柑
入りフルーチェ

親子丼・味噌汁・ほうれん
草の胡麻和え・りんご

中華丼・味噌汁・ハム・レ
タス・ブロッコリーサラダ

ご飯・味噌汁・焼塩鯖・肉
団子・山菜の炒め煮・マカ
ロニサラダ・玉子焼・みか
ん

ご飯・すき焼き・つぼ漬・
キウイフルーツ
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朝

ご飯・味噌汁・ベーコン入
スクランブルエッグ・豚肉
と大根の煮物・納豆・フ
ルーツのヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・ほうれん草
となめ茸和と竹輪のサラ
ダ・サンマの蒲焼

ご飯･味噌汁・きんぴらご
ぼう・納豆・大根と天ぷら
の煮物・胡瓜の漬物

ご飯･味噌汁･焼サンマ･
白菜のナメタケ和え・キャ
ベツの梅肉和え･天かま
大根煮

ご飯･味噌汁･温泉卵･鶏
団子照焼き風･ほうれん
草ごま和え・かぶの浅漬
け

ご飯･味噌汁・スランブル
エッグ・ウィンナーサー
ブ・さんまの蒲焼・パイン

ご飯とパン・味噌汁・焼き
鮭スランブルエッグ・煮豆

昼

カレーライス・オニオン
スープ・水菜とハムサラ
ダ・洋梨と黄桃のゼリー
寄せ

カレーライス・大根とコー
ンのサラダ・パイナップル

醤油ラーメン・おいなりさ
ん･りんご・しば漬け

鶏肉と海老のガーリック
パスタ・わかめスープ・
ハッサク入りゼリー

きのこそば・いなり寿司・
もやしとかいわれのサラ
ダ･トロピカルフルーツ＆
ゼリー

きのこご飯・味噌汁・塩サ
バ焼き・マカロニサラダ・
柿・大根と天かまの煮物

わかめご飯・味噌汁・ジン
ギスカン・黄桃

夕
チキンライス・すり身汁・
マカロニサラダ・黄桃

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
南瓜煮・削り節昆布・茄子
とピーマンの味噌炒め

ご飯･白菜スープ・ロール
キャベツ・南瓜煮

鍋(キムチ鍋＆寄せ鍋)･
ご飯

ご飯･味噌汁･白菜と天か
まの炒め物・鶏肉と玉ね
ぎとごぼうの煮物･漬物

赤飯・お吸い物・煮しめ・
ほうれん草のお浸し

ご飯・にら玉スープ・餃
子・大根のなま酢・きゅう
りの漬物
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朝
ご飯・味噌汁・ひじき煮・
ポテトサラダ・さば煮・き
んぴらごぼう

ご飯・味噌汁・かぼちゃサ
ラダ・ひじきの煮物・里芋
煮

ご飯・味噌汁・大根と天か
まの煮物・ポテトサラダ・
納豆しそ巻き味噌

ご飯･味噌汁･肉じゃが・
煮玉子・白菜の漬物・梅
干

ご飯・味噌汁･かぼちゃ
煮・わかめサラダ・白菜
煮・昆布巻き・煮豆

ご飯ん・味噌汁・焼き魚・
かぼちゃ煮・煮豆・厚焼き
卵

五目ご飯・味噌汁・煮物・
スクランブエッグ

昼
ご飯・味噌汁・鶏の塩から
揚げ・ポテトコロッケ・み
かん・黒豆・しそ巻き味噌

カレーライス・キャベツ
スープ・キャベツとはんぺ
んのサラダ・みかんとパイ
ナップル

炊き込み鶏おこわ・手作
りコロッケ・なま酢・白菜
の漬物味噌汁

野菜たっぷりカレーラーメ
ンおいなりさん・みかんの
缶詰

きのこパスタ・お吸物・お
にぎり

親子丼・味噌汁・インゲン
となるとのごま和え・きゅ
うりの漬物

チャーハン・とろろ昆布の
スープ・酢鶏・みかん・

夕
ご飯・味噌汁・大根とひじ
きと助子の和え煮・豚肉と
ごぼうの炒め物・煮豆

親子丼・味噌汁・大根の
梅肉和え

ご飯・鮭シチュー・ハン
バーグとインゲンのソ
テー・ポテトサラダ・あん
ず甘漬け

五目ご飯・味噌汁・海老
チリポテトサラダ・大根の
おぼろあんかけ

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
マカロニサラダ・白菜のお
浸し

ハンバーグカレーライス・
中華スープ・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・カスベの煮
付け・春雨の中華風炒め
物・鶏肉団子とブロッコ
リー・柿
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朝

ご飯・味噌汁・焼宗八か
れい・大根おろし・小松菜
と天かまの炒め物・煮豆・
きゅうりの漬物

ご飯・味噌汁・ふきと天ぷ
らの煮物・ポテトサラダ・
たくあん

ご飯・味噌汁・たくあん・
煮豆・里芋煮

ご飯・味噌汁・納豆・シー
チキンサラダ・かぼちゃ
煮・漬物

ご飯・味噌汁・うま煮・ポ
テトサラダ・焼き魚・漬物･
煮豆

ご飯・味噌汁・煮物・ウイ
ンナーエッグ・たくあん

ご飯・味噌汁・焼赤魚・小
松菜の胡麻和え・揚げと
しらたきと昆布の炒めも
の

昼 ラーメン(外食)
いなり寿司・天ぷらそば・
みかん・桃

カレーライス・にら玉スー
プ・マカロニサラダ・甘夏
缶

おにぎり・豚汁・たくあん・
コロッケ

ミートスパゲテｲ・玉子
スープ・うずらと水菜のサ
ラダ・はっさく

オムライスカレー・コール
スローサラダ・りんご・き
のことワカメのスープ

カレーラーメン・おにぎり・
南瓜甘煮・煮りんご

夕

ご飯・大根のスープ・たら
のフライ(タルタルソース
添え)キャベツと人参のサ
ラダ・青きゅうり漬け

ご飯・味噌汁・和風ハン
バーグ・漬物・きんぴら

ご飯・しゅうゆ鍋・黄桃
生ちらし寿司・御吸い物・
酢鶏

きのこご飯・味噌汁・ほう
れん草のごま和え・りんご

ご飯・海老スープ・ナム
ル・エビチリ・麻婆豆腐・
ポテトサラダ

カツ丼・味噌汁・たくあん・
みかん・白桃

グループホームアウル 　１１月　献立表
アウルⅠ


