グループホームアウル １０月 献立表
アウルⅠ
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

6

7

朝

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・大根の煮物・オニオン
ｻﾗﾀﾞ・ほうれん草の炒め
物

ご飯・味噌汁・焼き魚・南
ご飯・味噌汁・すき焼き風 ご飯・味噌汁・ベーコン
瓜の煮物・茄子、ピーマ
煮物・カニクリームコロッ じゃが・ハムカツ・切り干
ン、人参炒め・ウィン
ケ・ウィンナー・胡瓜
し大根・目玉焼き
ナー・きんぴらごぼう

昼

ご飯・味噌汁・揚げ出し豆
エビ、野菜とじ丼・そうめ
サンマ蒲焼き丼・麺入り
オムライス・ナポリタン・ポ 腐の野菜あんかけ・さつ
おはぎ・豚汁・胡瓜、柿の
ん入りお吸い物・野菜炒
お吸い物・南瓜のそぼろ
トフ・エビフライ
ま芋煮・ほうれん草、白
酢の物・味噌おでん
め・洋ナシ
あんかけ・煮豆・ゼリー
菜、胡瓜の胡麻和え
うな丼・味噌汁・ひじきの ご飯・味噌汁・インゲンの ご飯・味噌汁・南瓜の煮
煮物・ポテトサラダ・鯖焼 物・炒め大根・茄子の味
瓜、みかんの酢の物・柿 き・柿
噌煮

夕 煮物・切り干し大根・胡
8
朝

昼

9

10

ご飯・味噌汁・牛乳・南瓜
ご飯・味噌汁・きんぴらご
の甘煮・鮭焼き魚・茄子、 ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ぼう・ささみチーズカツ・
ピーマン、人参のオイス ウィンナー・胡瓜の酢の
ひじきの煮物・カニカマ炒
ター炒め・ほうれん草の 物・煮豆
め
胡麻和え・玉子焼き・
ご飯・春雨サラダ・ほっけ
ご飯・卵スープ・南瓜コ
稲荷寿司・うどん汁・胡瓜 焼き魚・ポテトサラダ・茄
ロッケ・キャベツと天カマ
の酢の物・南瓜団子・お 子と豚肉のポン酢和え挽
の煮物きのことカニカマ
しるこ蕗、天カマ煮
肉と芋とトマトのエイシャ
のドレッシング和え・漬物
ン風
うな丼・味噌汁・切り干し

夕 大根・ひじきの煮物・柿
15

17

ご飯・味噌汁・豚肉と野菜
のポン酢かけ・野菜炒
め・さつまいもサラダ・み
かん、バナナ

ご飯・味噌汁・ちゃんちゃ
ご飯・味噌汁・煮込みハ
カレーライス・ポテトサラ
ん焼き・長いもの梅肉和
ンバーグ・ほうれん草の
ダ・南瓜の甘煮・卵スープ
え・たくあん
白和え

11

12

13

稲荷寿司・天ぷらうどん・
カボチャのそぼろあんか
け・リンゴの甘煮・たくあ
ん
ご飯・味噌汁・胡瓜の酢
の物・白菜と豚肉のオイ
スター炒め

14

ご飯・味噌汁・牛乳・大
おじや・味噌汁・蕗の煮
ご飯・味噌汁・煮豆・ハム ご飯・スープ・鮭・シュウマ
根、里芋、天カマの煮物・
物ウィンナー入り野菜炒
カツ・スクランブルエッグ・ イ・ポテトサラダ・ほうれ
ポテトサラダ・玉子焼き・
め
切り干し大根
ん草のお浸し
きんぴらごぼう
ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・キャベツ、茄子、も
やし炒め・ブロッコリーと
ツナのｻﾗﾀﾞ・みかんと白
桃

ご飯・味噌汁・餃子のあ
鶏釜飯・味噌汁・煮豆・た 海鮮丼・味噌汁・生姜焼
んかけ・インゲンの煮物・
くあん
き煮豆・たくあん
ほうれん草の白和え

16

ご飯・味噌汁・鯖焼き・ひ
五目御飯・味噌汁・目玉
ご飯・味噌汁・豚肉と大根
じきの煮物・茄子、ピーマ
焼き・蕗の煮物・マカロニ
の炒め煮・南瓜サラダ・
ンのオイスター炒め・ささ
サラダ
ハム・煮豆
ぎ豆、芋、人参の煮物

18

ご飯・味噌汁・タラの甘酢
あんかけ・茄子と挽肉の
味噌炒め・春雨のポン酢
和え

ご飯・野菜春雨スープ・ポ
テトサラダ・ひじき煮・大 ご飯・すき焼き・南瓜の煮
根のあんかけ・ハンバー 物・煮豆
グ・桃

ご飯・味噌汁・キャベツ炒 麻婆豆腐丼・味噌汁・ほ
親子丼・味噌汁・芋のた
め大根の煮物・ほうれん うれん草の胡麻和え・餃
らこ和え・たくあん・煮豆
草の胡麻和え・フルーツ 子・ブロッコリー

19

20

21

朝

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ご飯・味噌汁・ニラ卵とじ・
ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
切り干し大根・クリームコ
ひじき煮・鮭焼き魚・目玉
煮物・マカロニサラダ
ロッケ・さつま芋のはちみ
焼き・
つ煮

昼

ご飯・コーンスープ・豚肉 ご飯・味噌汁・漬物・人参
ご飯・卵スープ・揚げ出し
栗ご飯・味噌汁・玉子豆
とじゃが芋の煮物・さつま きんぴら・タラの甘酢あん
豆腐野菜あんあけ・野菜
腐のあんかけ・南瓜の煮
芋の煮物・マカロニサラ かけ・茄子と挽肉の炒め
炒め・さつま芋ｻﾗﾀﾞ
物・煮リンゴとバナナ
ダ・漬物
物・りんご

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ご飯・玉子スープ・野菜 ご飯・スープ・漬物・野菜
ダ・鯖焼き・大根と挽肉の
たっぷりカレー・ポテトサ 炒め・じゃが芋と挽肉の
炒め物・野菜とベーコン
ラダ・鯖焼き・漬物
炒め物・桃
の炒め物・漬物

カレーライス・ラーメンサ

ご飯・味噌汁・大根、人 ご飯・味噌汁・大根と豚肉 ご飯・豚汁・ほっけ焼き
参、鶏肉の煮物・芋団子・ のポン酢和え・クリームコ 魚・ほうれん草の胡麻和
ミートボール・黒豆
ロッケ・胡瓜とツナのｻﾗﾀﾞ え・たくあん

ご飯・味噌汁・肉じゃが・

ご飯・コーンスープ・ブ
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ご飯・味噌汁・つくね・コー
ロッコリー・かすべの煮付
切り干し大根・ベーコン ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
ルスロー・芋と天カマの
け・里芋のインゲン煮・
焼・鮭焼き魚・ブロッコ
里芋の煮物・シューマイ
煮物
シュウマイ・玉子焼き
リー

ご飯・天ぷら・そうめん・

ご飯・味噌鍋・大根サラ
夕 ラダ・南瓜団子あんかけ・ ほうれん草の胡麻和え・ 白菜、ほうれん草の胡麻 ダ・ぬか漬け
柿、バナナ
茄子の味噌炒め
和え・黒豆

22

23

24

25

26

27

28

朝

ご飯・味噌汁・サンマ蒲焼
鶏釜飯・味噌汁・目玉焼 ご飯・味噌汁・スクランブ き入り玉子・ベーコン焼・ 炊き込みご飯・味噌汁・
き蕗の煮物・さつま芋ｻﾗ ルエッグ風・ひじき煮・ク 里芋とインゲンの煮物・ ほっけ焼き魚・子和え・ほ
ﾀﾞ
リームコロッケ・柿
煮豆・たくあん・切り干し うれん草のお浸し
大根

昼

ご飯・シチュー・茄子とも
バターライス・かき揚げう
ご飯・味噌汁・鶏つくねの ご飯・味噌汁・肉じゃが・ 親子丼・ポテトサラダ・ほ 炊き込みご飯・天ぷらうど お好み焼き・小松菜と玉
やしのオイスター炒め・ト
どん・南瓜煮・ハンバーグ
あんかけ・タラのフライ・ 胡瓜の酢の物・えびと玉 うれん草の胡麻和え・味 ん・胡瓜の酢の物・バナ 子スープトマトとレタスの
マトとレタスのｻﾗﾀﾞ・大根
おろし
ポテトサラダ・野菜炒め 子のチーズのせ
噌汁
ナ
ｻﾗﾀﾞ・梨のフルーツ
と人参の煮物

夕

ご飯・すり身スープ・ほう
カレーライス・玉子スー
れん草と豚肉の玉子と
プ・野菜サラダ・煮豆・フ
じ・クリームコロッケ・里芋
ルーツポンチ
の煮物

29
朝

30

ご飯・味噌汁・餃子・おで ご飯・味噌汁・豚バラと茄
ご飯・豚汁・和風ハン
ん・キウイフルーツ・長い 子の味噌炒め・ほうれん
バーグ・南瓜煮・柿
もの梅和え
草の胡麻和え・柿

31

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
ご飯・味噌汁・キャベツと
ご飯・スープ・白身魚のあ
魚・目玉焼き・茄子、ピー
天カマの煮物・ほっけ焼
んかけ・ポテトサラダ・ほ
マン、人参炒め・芋天カマ
き魚・スクランブルエッグ・
うれん草入り炒め玉子
煮・柿
赤ウィンナー

カレーライス・春雨サラ

昼 ダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・タラの甘酢

夕 あんかけ・南瓜煮・梨

ご飯・味噌汁・ハムとチー
ご飯・コーンスープ・だし
ズスクランブルエッグ・さ
巻き卵・さつま芋の甘煮・
つま芋の煮物・切り干し
鮭焼ｻﾗﾀﾞ
大根・ミートボール

ご飯・味噌汁・茄子のはさ ご飯・玉子スープ・いんげ
み焼・南瓜もち・もやしと んの胡麻和え・クリームコ
舞茸の炒め物
ロッケ・柿

ご飯・味噌汁・チキンチー 混ぜご飯・味噌汁・メバル
ズカツ・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・
焼き魚・ポテトサラダ・煮
ピーマン挽肉炒め
物・生酢

ご飯・味噌汁・キャベツと
天カマの煮物・鮭焼き魚・
スクランブルエッグ・ブ
ロッコリー・カニカマ

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
うな重・味噌汁・筑前煮・
カレーコロッケ・大根と挽
柿入り大根なます・芋煮
肉の煮物・フルーツポン
あんかけ
チ

