
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝
ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・白菜のお浸し・水菜と
ササミのサラダ・旨昆布

混ぜご飯・味噌汁・焼き
鮭・玉子焼き・漬物

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・蕗の煮物

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・ハムサラダ・野菜と梅

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
大根そぼろ煮・レタス、ト
マト、胡瓜のサラダ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
水菜のサラダ・紅じゃこ

昼
焼うどん・味噌汁・ポテト
サラダ・大根と天カマの煮
物

ご飯・鮭シチュー・大根お
ろしハンバーグ・大根サラ
ダ・黄桃

塩ラーメン・おにぎり
炒飯・チンゲン菜と玉子
のスープ・もやしと胡瓜の
和え物・キウイフルーツ

カレーライス・ニラ玉スー
プ水菜のサラダ

かしわそば・お稲荷さん・
ひじき、蕗煮・小松菜とな
め茸和え

夕
ご飯・豚汁・とうもろこし・
タラのねぎ塩あんかけ

親子丼・味噌汁・ニラのお
浸し・赤魚の粕漬け

ご飯・味噌汁・鶏肉煮・煮
物

豚丼・味噌汁・胡瓜とワカ
メの酢の物・バナナ、白
桃

ご飯･味噌汁･塩鯖焼・さ
つま芋のサラダ・煮豆・大
根、天カマ煮

ご飯・味噌汁・ロールキャ
ベツ・ひじきの炒め煮・春
雨サラダ
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朝
鶏五目ご飯・味噌汁・煮
豆・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・ぶどう

ご飯・味噌汁･目玉焼き・
蕗の煮物・胡瓜の漬物

ご飯・すり身汁・かぼちゃ
のそぼろあんかけ・鮭焼
魚・漬物

ご飯・味噌汁・さんまの蒲
焼ヨーグルトみかん

ご飯･味噌汁･ウィンナー
入りｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・ベーコ
ン、ピーマン炒め・トマト
のサラダ

ご飯・味噌汁・もやしと胡
瓜のナムル・納豆・紅じゃ
こ・紫蘇味噌・パイナップ
ル

おじや・味噌汁・シーチキ
ンサラダ・煮豆

昼

ご飯・味噌汁・キャベツの
なめ茸和え・胡瓜の漬
物・かぼちゃ煮・豚肉野菜
炒め

ミートスパッゲッテイ・玉
子スープ・トマトサラダ・ミ
カン、白桃

ご飯・味噌汁・鶏肉の唐
揚げ・おでん・ほうれん草
の胡麻和え・トマト

カツ丼・味噌汁・じゃこと
白菜の和え物・たくあん

ご飯・味噌汁･ジンギスカ
ン(野菜たっぷり)・ひじきと
蕗と竹の子の煮物・手タ
スとハムのオニオンサラ
ダ

ご飯･味噌汁・かぼちゃの
天ぷら・高野豆腐の煮
物・焼なす・ぶどう

キーマーカレー・ニラ玉
スープ・ポテトサラダ

夕
ご飯・味噌汁・赤魚焼・す
きやき・黄桃

ご飯・味噌汁・漬物・ほう
れん草の胡麻和え・サン
マの蒲焼

ご飯・味噌汁･ほうれん草
の煮浸し・野菜炒め・水菜
のサラダ・バナナ

ご飯・豚汁・ホッケ焼魚・
竹の子、しらたき煮

ご飯・味噌汁・塩鮭焼・う
まみ昆布・煮豆・ジャーマ
ンポテト

親子丼・味噌汁・ニラとし
めじの和え物

牛丼･御吸い物・胡瓜とち
くわのサラダ・ニラ玉
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朝
ご飯・きのこ汁・納豆・鶏
肉と大根の煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・かぼちゃの
煮物・トマトとハムのサラ
ダ・煮豆・たまご豆腐

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
煮豆・水菜のサラダ・豚肉
としなちくの煮物

ご飯･味噌汁･ジャーマン
ポテト・鯖焼魚・ブロッコ
リーとトマト

おじや・味噌汁・ウィン
ナー入りスクランブルｴｯ
ｸﾞ・豚肉と白菜のあんか
け

ご飯・味噌汁・鮭焼・蕗と
天カマの炒め煮・煮豆

鶏五目釜飯・味噌汁・か
ぼちゃの甘煮・胡瓜の漬
物・マカロニサラダ

昼

天ぷらうどん(海老、茄
子、紫蘇の葉)・さつま芋
のサラダ・油揚げともやし
の酢の物

じゃが芋とベーコンのカル
ボナーラ・オニオンスー
プ・シーザーサラダ・フ
ルーツカクテル

ご飯・白菜と生姜のスー
プ・ハンバーグ・マカロニ
サラダ・たくあん

鶏ごぼう具たくさんうど
ん・小松菜とちくわのシー
チキン和え・おにぎり・み
かん

カレーライス・コンソメ野
菜スープ・オニオンサラダ
(オホーツク、玉子、胡瓜
入り)

きのこご飯・味噌汁・ホッ
ケ鮭ハウス焼・大根の煮
物・ほうれん草の胡麻和
え

赤飯・御吸い物・サンマの
紫蘇巻き揚げ・煮〆・バ
ナナ、パイナップルのジャ
ム掛

夕
ご飯・味噌汁・ジャーマン
ポテト・天カマ・トマトサラ
ダ

五目炊き込みご飯・味噌
汁・ほっけの粕漬け焼・ス
パゲッテイーサラダ・白菜
の昆布和え

カツ丼・味噌汁・小松菜の
胡麻和え・べったら漬け

ご飯・なめこ汁・すき焼き・
野菜の玉子いり・和風サ
ラダ

ご飯・味噌汁・鶏肉の唐
揚げ・トマトのサラダ

ご飯・味噌汁･豚肉の生
姜焼き(キャベツ、トマト添
え)・茄子とピーマンの味
噌炒め・たくあん

ご飯・味噌汁・煮こみハン
バーグ・ポテトサラダ・み
かん
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朝
おじや・味噌汁・ウィン
ナー・煮豆・水菜のサラダ

ご飯・味噌汁・鮭・大根の
煮物・胡瓜のサラダ

おじや・味噌汁・鮭・煮豆・
天カマと大根の煮物

ご飯・味噌汁・ｽｸﾗﾝﾌﾞｴｯ
ｸﾞ・ジャーマンポテト・白菜
のお浸し

五目釜飯・味噌汁・ニラの
なめたけ和え・玉子焼き・
白桃ヨーグルト

おじや・味噌汁・玉子豆
腐・にしん・みかんヨーグ
ルト

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・ピーマン、ベーコン炒
め・漬物

昼

ご飯・味噌汁・肉詰ピーマ
ン茄子のチーズ焼・ひじき
の炒め物・白菜のの塩昆
布和え

カレーライス・ニラ玉子と
じスープ・マカロニサラダ

かき揚げ(桜海老、ゴボ
ウ、玉葱、ピーマン、人
参),舞茸天ぷらうどん・ほ
うれん草の胡麻和え

塩野菜ラーメン・大根サラ
ダ

ご飯・味噌汁・エビチリ・
八宝菜・水菜ハムサラダ

豚玉丼・味噌汁・ほうれん
草の胡麻和え・胡瓜とト
ビッコ和え

おにぎり・玉子焼き・ハム
巻きポテトサラダ・生姜
焼・トマト・パイン

夕
ご飯・味噌汁・鶏の葱だ
れ・麻婆豆腐

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・ホッケ焼魚

ご飯・玉子スープ・豚カ
ツ・スパゲテｲサラダ・煮
豆

ご飯・味噌汁・銀ガレイの
みりん漬け・茄子とピーマ
ンの味噌炒め・小松菜の
胡麻和え

ご飯・お鍋(肉、白菜、椎
茸、きたんぽ、人参、白
菜、油あげ)

ご飯・味噌汁・鯖味噌煮・
きんぴら・漬物

ちらし寿司・鶏肉と大根の
煮物・りんご・味噌汁
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朝
鶏五目ご飯･味噌汁･かぼ
ちゃ煮・フルーチェ

ご飯・味噌汁・納豆・小松
菜と油あげの煮浸し・パ
イナップルと杏仁豆腐

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・煮豆・ワカメサラダ・
ウィンナー

昼
親子丼・味噌汁・ポテトサ
ラダ・煮りんご

ベーコン、アスパラパス
タ・玉子スープ・キャベツ
サラダ

味噌ラーメン・しらすおに
ぎり・ほうれん草の胡麻
和え・カブと海老のサラ
ダ・りんご

夕
ご飯･味噌汁・鮭焼・わか
めと胡瓜の酢の物・大根
と天カマの煮物

ご飯・チャーシュー・煮玉
子ハムサラダ・昆布

混ぜご飯･味噌汁・焼茄
子・ささげのサラダ

グループホームアウル 　９月　献立表
アウルⅠ


