グループホームアウル １１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

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
ご飯・味噌汁・玉子焼き・ ご飯・スープ・鮭焼き魚・
マ蒲焼き・茄子オイスター
ウィンナー・マカロニサラ ほうれん草のなめ茸和
炒め・目玉焼き・ふき、油
ダ・蕗の煮物
え・南瓜煮・ウィンナー
揚げ煮・ｻﾗﾀﾞ・梨

ご飯・味噌汁・里芋とイン
ゲンの煮物・鮭焼き魚・ス
クランブルエッグ・ブロッコ
リー・カニカマ

昼

ご飯・きのことうどんスー
ご飯・味噌汁・豚肉の焼き
炊き込みご飯・ラーメン・
プ・ピーマンともやし炒
肉風・きのこの野菜炒め・
はんぺんのフライ・漬物・
め・胡瓜、ほうれん草の
ツナサラダ・南瓜煮・梨
ゼリー
胡麻和え・煮豆

ご飯・味噌汁・白菜のク
リームチャウダー・大根、
挽肉のあんかけ・春雨サ
ラダ

夕

カレーライス・玉子スー
五色丼・味噌汁・ブロッコ お稲荷さん・そうめん・ク
プ・ポテトサラダ・ほうれ ラーメン・餃子・たくあん・
リーのカニカマ和え・煮
リームコロッケ・ほうれん
ん草のベーコンバター炒 煮豆
豆・たくあん
草の白和え
め・フルーツポンチ

5

9

10

11

朝

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
鶏釜飯・味噌汁・目玉焼 ご飯・味噌汁・スクランブ
おじや・味噌汁・鯖焼き・
魚・みかんｻﾗﾀﾞ・キャベ
き・大根の煮物・ほうれん ルエッグ・ひじき煮・トマト
蕗の煮物・キャベツサラ
ツ、天カマ炒め・里芋煮・
草のお浸し
の砂糖漬け・漬物
ダ
芋団子

ご飯・味噌汁・かまぼこの
甘辛煮・茄子の揚げびた
し・ほうれん草のなめ茸
和え

ご飯・味噌汁・さつま芋の
煮物・スクランブルエッ
グ・ミートボールほうれん
草の胡麻和え・焼き魚

ご飯・味噌汁・キャベツ、
天カマ炒め・さつまいもサ
ラダ・玉子焼き・しば漬
け・煮豆

昼

ご飯・味噌汁・チキンチー
お寿司・稲荷寿司・お雑
ご飯・納豆汁・むね肉の
お好み焼き・野菜スープ・ ズカツ・もやしとほうれん
煮・オードブル・白玉あん
バーグ・ほうれん草の胡
梨
草のなめ茸和え・白菜と
こ
麻和え・芋ｻﾗﾀﾞ
挽肉のあんかけ

ご飯・味噌汁・ジャーマン おにぎり・ミートスパゲッ ご飯・シチュー・肉団子の
ポテト・大根の煮物・豚肉 ティ白菜のお浸し・カニク 野菜あんかけ・ポテトサラ
の里芋板炒め
リームコロッケ
ダ・鯖焼き魚・フルーツ

夕

ご飯・お雑煮・コロッケ・ポ
テトサラダ・ほうれん草の
おかか和え・ジャーマンポ
テト

親子丼・味噌汁・ほうれん
ご飯・豚汁・たら甘酢あん
草とちくわの胡麻和え・
えびとじ丼・味噌汁・南瓜
かけ・南瓜の甘煮・白菜
ミートボールの野菜あん
の煮物・煮豆
の胡麻和え・たらこ・柿
かけ

12

6

7

ご飯・味噌汁・タラフライタ
茄子カレー・野菜・ウィン
ルタルソース・味噌おで
ナー・唐揚げ・昆布和え・
ん・肉じゃが・ポテトサラ
春雨スープ
ダ・トマト

13

14

8

ご飯・味噌汁・鮭のちゃん
ちゃん焼き・白菜とほうれ
ん草の胡麻和え・肉じゃ
が・フルーツ

15

16

17

18

ご飯・味噌汁・キャベツと
ご飯・味噌汁・牛乳・鯖塩
天カマの煮物・サンマ蒲 ご飯・味噌汁・玉子焼き・ ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ご飯・味噌汁・ジャーマン
ご飯・味噌汁・里芋の煮 焼き・煮豆・筑前煮・だし
焼き・赤ウィンナー・スクラ ウィンナーと小松菜炒め・ ウィンナー・ベーコンキャ
ポテト・ハムカツ・ちくわと
物・茄子炒め・シュウマイ 巻き卵・ポテトサラダ・ウィ
ンブルエッグ・ブロッコ
芋と天カマ煮物
ベツのお浸し・シュウマイ
白菜のお浸し・入り玉子
ンナーベーコン巻き
リー

朝

ご飯・エノキスープ・肉
じゃが・ポテトサラダ・小
松菜の卵とじ

昼

ご飯・味噌汁・きのこ入り
ハンバーグカレー・ブロッ
鶏肉バーグのあんかけ・
コリー・スープ・蕗と天ぷ
ソーメン汁・握りずし
白菜、ほうれん草のなめ
らの煮物
茸和え・ウィンナー

ご飯・白菜スープ・ハン
ご飯・玉子スープ・すり身
ご飯・味噌汁・コロッケ・大
ご飯・カレー・ハムサラダ・ バーグ・胡瓜とみかんの
汁ポテトサラダ・野菜チー
根と団子の煮物・煮豆・フ
メンチカツ・春雨スープ
漬物・きのことソーセージ
ズ焼き・フルーツ
ルーツ
和え

夕

三食丼・味噌汁・南瓜の 炊き込みご飯・味噌汁・ジ ご飯・味噌汁・肉じゃが・
煮物・白菜のあんかけ・フ ンギスカン・白菜の梅和 ほうれん草の胡麻和え・
ルーツポンチ
え・たくあん
揚げ茄子のお浸風

ご飯・味噌汁・鮭ホイル焼
ご飯・豚汁・タラの甘酢あ
ご飯・味噌汁・塩サバ焼 ご飯・味噌汁・ハンバー
き茄子、ピーマン味噌炒
んかけ・インゲンの炒め
き・肉じゃが・白菜のお浸 グ・ほうれん草の白和え・
め・ほうれん草の胡麻和
煮
し
煮豆
え・漬物柿

19

20

21

22

23

24

25

朝

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
ご飯・味噌汁・カスべの煮
スクランブルエッグ・キャ 鶏釜飯・味噌汁・鯖焼き
付け・豆腐とインゲンの卵
ベツと天カマの煮物・ミー 魚・里芋、大根の煮物・小
とじ海老のフリッター・ウィ
トボールブロッコリー、カ 松菜の和え物
ンナー
ニカマ

ご飯・味噌汁・筑前煮・紅
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ご飯・味噌汁・炒り卵・焼
ご飯・味噌汁・鯖の味噌
鮭焼き魚・チキン柔らか
ほうれん草とウィンナー
き魚・野菜とベーコン炒
煮・芋団子・人参、大根の
煮・シュウマイ・目玉焼き・
炒め・大根の煮物・マカロ
め・コロッケ
生酢煮豆・里芋の煮物
ウィンナー炒め
ニサラダ

昼

ご飯・味噌汁・野菜と豚肉
ご飯・うどんスープ・さつ
お好み焼き・焼きそば・お 炒め・茄子ときのこのチー
ま芋コロッケ・キャベツと
吸い物・フルーツ
ズ焼き・ほうれん草のな
ツナの炒め物・みかん
め茸和え・さつま芋ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・えびとタラ
ご飯・味噌汁・餃子・エビ
の天ぷら・大根の煮物・
とじ・野菜炒め
ゆず生酢・ゼリー

夕

ご飯・シチュー・ポテトサ
キーマカレー・味噌汁・す ご飯・味噌汁・肉じゃが・ ご飯・シチュー・ラーメン
ラダ・さんまの煮物・茄子 ご飯・味噌鍋・たくあん・
き焼き風豆腐煮・生酢・ 茄子の味噌煮・ほうれん サラダ・大根の粕漬け・煮
と鶏ひき肉の醤油炒め・ 生酢・フルーツゼリー和え
柿・茄子オイスター炒め 草の胡麻和え・白桃
豆・フルーツ
フルーツポンチ

26

27

28

29

30

朝

ご飯・味噌汁・サンマ味噌
ご飯・味噌汁・炒り卵・真
ご飯・味噌汁・蕗の煮物・
煮スクランブルエッグ・
鱈の焼き魚・クリームコ はらこ飯・味噌汁・ニラの
エビのフリッター・玉子焼
ソーセージの塩胡椒炒
ロッケ・白菜とハムのマヨ ｻﾗﾀﾞ・大根と里芋の煮物
き・煮豆
め・ホワイトアスパラ・煮
ネーズ炒め・漬物
豆・たくあん

昼

ご飯・味噌汁・肉のオイス
ご飯・エビの味噌汁・肉団
ご飯・味噌汁・ハンバー ご飯・玉子スープ・大根の
ご飯・うどん・鶏肉バー
ター炒め・じゃが芋のチー
子酢豚・小松菜ベーコン
グ・芋もち・大根の煮物・ 煮物・むね肉のつくね・ｻﾗ
グ・いんげんの胡麻和え・
ズ焼き・南瓜の煮物・フ
和え・エビのブロッコリー
きんぴら
ﾀﾞ
ポテトサラダ・フルーツ
ルーツ
和え・フルーツ
ご飯・味噌汁・ちゃんちゃ ご飯・味噌汁・南瓜の煮

ご飯・味噌汁・チーズ焼
き・スクランブルエッグ・鮭
の焼き魚・たくあん・えの
きとハムのバター醤油炒
め

ご飯・味噌汁・ほうれん草 ご飯・豚汁・煮込みハン

チャーシュー丼・味噌汁・
夕 南瓜の煮物・煮豆・白桃 ん焼き・肉団子・生酢・た 物・カニクリームコロッケ・ の胡麻和え・すき焼き・ツ バーグ・ブロッコリー、ポ
くあん
鶏肉の照り焼き・みかん ナと胡瓜のｻﾗﾀﾞ
テトフライ・煮豆

ご飯・味噌汁・大根の肉
ご飯・うどん・長いも挽肉
巻き・じゃが芋ピザ風・も
煮ポテトサラダ・玉子フラ
やし、天ぷら炒め・フルー
イ・小松菜と塩昆布和え
ツ
カレーライス・クリームコ
ロッケ・餃子スープ・ほう 生チラシ・お吸い物・南瓜
れん草とベーコンの塩胡 の煮物・柿
椒炒め・フルーツポンチ

