
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・オムレツ・
かぼちゃ煮・サンマの蒲
焼・納豆

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の竜田焼・スクランブル
エッグ・ハムとﾋﾟｰﾏﾝの炒
め物・芋と天カマの味噌
煮

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
の生姜焼き・鮭焼魚・オム
レツ・紫蘇味噌・カニカマ

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・玉子焼き・もやし、
豚肉、ハム、ﾋﾟｰﾏﾝ焼・み
かん

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・里芋の煮物・納豆

昼
そば・ベーコン、ほうれん
草炒め・稲荷寿司・漬物・
煮玉子

鯖寿司・玉子寿司・豚汁・
南瓜・もずく・ポパイサラ
ダ・梨

おにぎり・そうめん・えの
きの肉巻き・子和え・煮豆

塩ラーメン・おにぎり・大
根、鶏肉、人参、椎茸の
煮物・たくあん・フルーツ
ポンチ

ご飯・玉子スープ・チキン
南蛮・肉じゃが・胡瓜とち
くわのサラダ

夕
エビ丼・味噌汁・南瓜とさ
つま芋の甘煮・カニカマ・
野沢菜

ご飯・鯖の味噌煮・照焼き
チキン・キャベツ・ニラとカ
ニカマの卵とじ・味噌汁

秋野菜カレー・トマトスー
プ・梨、みかん・煮豆

バターコーンﾗｲｽ・味噌
汁・ハンバーグ・フライド
ﾎﾟﾃﾄ・ほうれん草の白和
え

ご飯・味噌汁・サンマ焼
魚・ニラの玉子とじ・芋団
子
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・鶏つくね・紫蘇ワカメ・
キャベツと天カマの炒め
物・とろろ芋

ご飯・味噌汁・鯖の塩焼
き・ほうれん草とベーコン
炒め・かぼちゃ煮・目玉焼
き

ご飯・味噌汁・牛乳・麻婆
茄子・スクランブルオムレ
ツ・ホッケ焼魚・ベーコン・
煮豆・たくあん

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
ま缶とろろ芋・目玉焼き・
煮豆・レタス・トマトのサラ
ダ

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・スクランブルエッ
グ・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・ささ
ぎと芋の煮物・カニカマ・
目玉焼き・鮭焼魚・紫蘇
味噌

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ほうれん草とベーコン炒
め・かぼちゃ煮・鯖塩焼
き・ウィンナー

昼
トビッコ寿司・味噌汁・メン
チカツ・トマト・ほうれん草
のお浸し・キャベツ・桃缶

ご飯・味噌汁・鮭のチャン
チャン焼・手羽先、大根、
人参のコンソメ煮・カニカ
マ・煮豆

野菜、エビかき揚げ丼・た
ら汁・ポテトサラダ・山芋ト
マト和え・豆腐あんかけ・
みかん

鶏天丼・味噌汁・大根の
煮物コーンバター

ちらし寿司・うどん・さつま
芋の天ぷら・インゲン蒸し
煮・ソーセージの玉子とじ

さば・おにぎり・昆布と天
カマの煮物・ハムポテト・
漬物・バナナ、ぶどう

カレーライス・スコッチエッ
グ・野菜サラダ・煮豆

夕
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
大根と天ぷらの煮物・カ
レーコロッケ

カレーライス・玉子スー
プ・かぼちゃ煮・舞茸と
ベーコンの塩胡椒炒め・
フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・豚肉と豆腐
の玉子とじ煮・煮豆・白菜
のお浸し・焼魚・ﾋﾟｰﾏﾝと
ベーコン炒め

ご飯・味噌汁・焼サンマ・
南瓜コロッケ・子和え・豆
の昆布煮

ご飯・味噌汁・ニラと豚肉
の炒め物・ひじきの煮物
(ちくわ、人参、油揚げ)・
ポテトサラダ・メバルの西
京漬け

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・大根と天カマの
煮物・麻婆豆腐

生姜ご飯・味噌汁・鯖の
みぞれ煮・白和え・ﾋﾟｰﾏﾝ
の炒め物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マの蒲焼・スクランブル
エッグ・豚肉と野菜の炒
物・コロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・紫蘇
昆布入り納豆・鮭焼魚・玉
子焼き・煮豆・紫蘇味噌・
いんげん茄子、きのこの
炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳･鮭焼
魚・スクランブルエッグ・
南瓜の煮物・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼魚・玉子味噌・フキと
天カマの煮物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
小松菜とベーコン炒め・
紫蘇味噌・鯖の塩焼き・

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・梅干・昆布巻き・豚
肉のえのき巻き・ブロッコ
リー、人参サラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・ベーコン、ソーセー
ジ炒めおから

昼
栗ご飯・エビ天そば・五目
おから・ゆず春雨

おにぎり・味噌ラーメン・
肉じゃが・胡麻豆腐

カレーライス風ミネスト
ローネスープ・ラーメンサ
ラダ

親子丼・味噌汁・白菜と人
参のお浸し・芋の煮物・み
かん

ご飯・味噌汁・ﾎﾟﾃﾄコロッ
ケ・ソーセージ天ぷら・も
やしのナムル・キウイフ
ルーツ

稲荷寿司・うどん・肉じゃ
が・すいか

ナポリタン・コーンスープ・
グラタン・枝豆

夕
ご飯・味噌汁・インゲン、
エビの揚げ物・しゃぶしゃ
ぶ・ホッケ焼魚

ご飯・味噌汁・鯖焼魚・大
根、人参、鶏肉の煮物・
胡瓜と中華クラゲの和え
物

さつま芋ご飯・味噌汁・タ
ラフライ・ハムと玉葱のマ
リネ・茄子の素揚げ煮

ご飯・味噌汁・さんまの糠
漬け・白菜と豚肉のはさ
み蒸し大根、天カマ煮

ご飯・味噌汁・おから・玉
子焼き・鯖焼魚・ハンバー
グ・ほうれん草のお浸し

おにぎり・鮭とんこつ鍋・
煮豆茶ぶどう

エビ丼・味噌汁・芋団子・
豆腐の野菜中華あんか
け
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マの蒲焼・もやしと天カマ
の炒め物・ウィンナー・ほ
うれん草と玉子の炒め物

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ鯖の味噌煮・ウィン
ナー・かぼちゃ煮

ご飯・味噌汁・牛乳・ベー
コンエッグ・紅鮭・エビシュ
ウマイ・キャベツ炒め・ﾎﾟﾃ
ﾄサラダ羊羹

ご飯・味噌汁・牛乳・小松
菜、ベーコン炒め・かぼ
ちゃ煮・シュウマイ・ホッケ
焼魚

ご飯・味噌汁・牛乳・ウィ
ンナー・紫蘇ワカメ・鶏肉
の竜田焼・玉子焼き・ﾋﾟｰ
ﾏﾝともやしの中華炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ・漬物・キャベツと天カ
マの炒め物・コロッケ・ブ
ロッコリー・人参・紫蘇味
噌

ご飯・味噌汁・牛乳・紅
鮭・ソーセージ、ﾋﾟｰﾏﾝ炒
め・玉子焼き・天カマ炒
め・甘漬けトマト・シュウマ
イ

昼
炒飯・ほうれん草のお浸
し・子和え・味噌汁・小町
巻き

ご飯・味噌汁・天ぷら(エ
ビ、さつま芋、大葉)・切干
大根

ご飯・味噌汁・鮭のチャン
チャン焼・ニラと豚肉の炒
め物・かぼちゃ煮

キーマカレー・玉子スー
プ・大根と蕗の煮物・春巻
き・フルーツポンチ

中華丼・煮豆・かぼちゃの
甘煮・八朔

ご飯・豚汁・生姜焼き・胡
瓜とツナの和え物・羊羹

混ぜご飯・きつねうどん・
さつま芋コロッケ・ほうれ
ん草のなめ茸和え・煮豆

夕

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・サラダ・白菜と豚肉の
酒蒸し・フキと天カマの煮
物

ご飯・豚汁・カスベの煮漬
けかぶ煮・ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞハム
巻き・野菜入り玉子焼き

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
大根と天カマ煮・クリーム
コロッケほうれん草のお
浸し

鮭チラシ・そうめん汁・芋
団子・おから

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・玉
葱の玉子とじ・天カマ、
ﾋﾟｰﾏﾝ炒め・紫蘇味噌

エビカレー・ﾎﾟﾃﾄサラダ
(温野菜添え)・ポパイサラ
ダ

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
煮込みハンバーグ・大根
と天カマ煮
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・ほうれん草のお浸
し・ホッケ焼魚・かぼちゃ
煮

ご飯・味噌汁・牛乳･玉子
焼き鮭焼魚・ハムとﾋﾟｰﾏﾝ
の炒め物・さつま芋の煮
物

ご飯・かぼちゃ煮・鮭・目
玉焼き・牛乳・えのきとハ
ムの炒め物・赤ウィン
ナー

ご飯・味噌汁・牛乳・紫蘇
味噌汁祖・胡瓜の漬物・
鯖の味噌煮・カニカマ・
ﾋﾟｰﾏﾝと天カマの炒め物

昼
五目ご飯・味噌汁・おしる
こ・ﾎﾟﾃﾄサラダ

塩ラーメン・おにぎり・か
ぶと鶏肉の煮物・豚肉の
生姜焼き

ちらし寿司・ソーメン汁・
白菜胡麻和え・南瓜の団
子・八朔

カツカレー・玉子スープ・
ゆず春雨・山芋、茄子味
噌和え

夕
ご飯・味噌汁・餃子・もや
しのナムル・芋団子

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ひじきの煮物・水菜のお
浸し

ご飯・味噌汁・かれい焼
魚・オムレツ・トマト・胡瓜
とソーセージのサラダ・白
菜のお浸し・みかん

カツ丼・味噌汁・フキと揚
げ豆腐の煮物・椎茸、し
めじの塩胡椒炒め・ホッ
ケ焼魚

グループホームアウル 　９月　献立表
アウルⅡ


