
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

３１日  　 　 　 1 2

朝

おじや・フレンチトースト・
ウインナー・オムレツ・こ
ふき芋・レタス炒め・豚肉
と白滝の煮物・牛乳

 　 　 　

ご飯・味噌汁・なめ茸卵
焼き・煮豆・たくあん・もや
し、ほうれん草、豚肉炒
め・さんま蒲焼・牛乳

ご飯・味噌汁・もやし梅和
え・焼鮭・天カマ、フキの
炒め物・卵焼き・牛乳

昼
ちらし寿司・うどん汁・イカ
大根・刺身（マグロ、サー
モン）・ショートケーキ

 　 　 　

おにぎり・とろろ冷麦・餃
子（付トマト、キャベツ）・
キュウリとみかん酢物・茄
子煮浸し

ご飯・味噌汁・ほうれん草
ゴマ和え・高野豆腐とき
ぬさやの卵とじ・しらすの
大根おろし和え・スパサラ
ダ

夕

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン野菜炒め・ラーメンサラ
ダ・天カマと青菜のあん
かけ

 　 　 　

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
ほうれん草ソテー・茄子
ピーマン味噌炒め・煮豆・
漬物

ご飯・味噌汁・煮卵・唐揚
げ入り中華煮・あんかけ
肉じゃが・キュウリの梅和
え

3 4 5 6 7 8 9

朝

ご飯・味噌汁・目玉焼き
（付ハム）・フキと竹の子
の鯖缶煮・キャベツ竹輪、
ソーセージ炒め・フルー
ツ・牛乳

ご飯・味噌汁・漬物・親子
煮・ほうれん草と白菜お
浸し・イカワカメ酢物・茄
子と豚ひき肉炒め・牛乳

炊込みご飯・なめこ汁・チ
キンナゲット・ミーとオム
レツ・芋煮・ところ天もずく
和え・煮豆・トマト・牛乳

おじや・味噌汁・卵焼き・
漬物・クリームコロッケ・
大根と天ぷらの煮物・桃

ご飯・味噌汁・煮豆・茄子
ピーマン味噌炒め・天カ
マ大根煮・桃・牛乳

ご飯・味噌汁・ひじき煮・さ
つま芋煮・みかんヨーグ
ルト和え・牛乳

ご飯・味噌汁・漬物・目玉
焼き・ウインナー・ほうれ
ん草ソテー・スパゲティ・
切干大根煮・トマト

昼
三色ご飯・味噌汁・大根と
鶏肉味噌炒め・揚げ芋・
フルーツヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・鳥みぞれ
煮・野菜サラダ・イカ納
豆・ヨーグルト

いなり寿司・うどん汁・
サーモンマリネ・カブ煮
物・桃

ご飯・春雨スープ・焼鮭
（付おろし）・八宝菜・もず
く酢・メロン

ご飯・おろし冷うどん（ゆ
で卵、トマト）・茄子、ピー
マン、鳥肉の味噌炒め・
キュウリ梅和え・メロン

ドライカレー・茸卵スープ・
ほうれん草コーンソテー・
ホイコーロー・スイカ

お好み焼き・おにぎり・味
噌汁・漬物・サラダ・プラ
ム

夕
ご飯・味噌汁・焼魚・漬
物・冷奴・麻婆春雨・大根
天カマ煮物

ご飯・味噌汁・麻婆白菜・
煮物（生揚げ、竹の子、イ
ンゲン）・カボチャ煮・水菜
とツナのサラダ

ご飯・シチュー・キャベツ
と鮭のチャンチャン焼・漬
物・煮豆・もやしとピーマ
ンのナムル

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
エビチリ・レタスサラダ・漬
物

ご飯・味噌汁・親子煮・ホ
タテと長ネギ酢味噌和え・
煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・焼魚・漬
物・芋とササギの煮物・舞
茸おろし和え・卵豆腐

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
（付大葉、大根おろし）・き
んぴらごぼう・ハンペンと
ハムのはさみ揚げ・煮豆・
スイカ

10 11 12 13 14 15 16

朝
ご飯・味噌汁・芋煮・高野
豆腐のひき肉はさみあん
かけ煮・煮豆・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・天カマ、竹
の子甘煮・竹の子カツオ
和え・煮物（大根、人参、
ハンペン）・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・山菜煮者・
レタス鳥ひき肉炒め・三
色豆・ジャコ佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・さんま蒲
焼・煮豆・昆布巻き・カボ
チャのそぼろ煮・キュウリ
のもずく酢和え・牛乳

ご飯・味噌汁・煮物（芋、
人参、アゲ）・鯖缶・昆布
巻き・たこ焼・牛乳

ご飯・味噌汁・白菜昆布
和え・ジャガバタコーン・
切干大根煮・ウインナー・
牛乳

ご飯・味噌汁・のり佃煮・
キュウリとえのき茸の和
え物・炒り卵・麻婆春雨・
牛乳

昼
ご飯・味噌汁・茄子ピーマ
ン味噌煮・ゴボウとしらた
き炒め煮・焼鮭・スイカ

ご飯・スープ・鮭ムニエル
（付ブロッコリー）・イモピ
ザ・ほうれん草ゴマ和え・
スイカ

ご飯・味噌汁・もやしナム
ル・鳥肉おろし煮・酢物・
スイカ

キーマエッグカレー・ラー
メンサラダ・ささぎ豆と芋
の煮物・キュウリ梅和え

マグロ漬けちらし寿司・
ソーメン汁・鮭フライ（タル
タルソース）・煮物・トマト

ご飯・味噌汁・大根煮者・
麻婆茄子・サーモンマリ
ネ・イチゴフルーチェ

ご飯・冷麦・生姜焼き（付
ブロッコリー）・たこ焼・サ
ラダ・プラム

夕

おにぎり・焼鳥・つくね・海
鮮塩焼きそば・焼イカ・
ホットドッグ・漬物・揚げタ
コ・スイカ他

ご飯・なめこ汁・豚肉とし
めじの中華風野菜炒め・
水菜とハムのサラダ（卵
豆腐和え）・カボチャ煮

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
揚げ納豆・煮物（大根、人
参、ウインナー）・春雨と
キュウリのサラダ

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・じゃが芋の豚ももロー
ル巻・グリーンアスパラ、
コーン炒め・温キャベツ・
トマト

ご飯・味噌汁・餃子・ラー
メンサラダ・昆布佃煮

ご飯・味噌汁・すき焼き風
に者・水菜としらすの煮
浸し・マカロニサラダ・漬
物

ご飯・カボチャ団子汁・煮
物・なます梅和え・ホッケ
みりん焼・煮豆

　 17 18 19 20 21 22 23

朝
ご飯・味噌汁・カボチャ野
菜あんかけ煮・時鮭焼・
煮豆・桃・牛乳

ご飯・味噌汁・芋天カマ
煮・煮豆・佃煮・野菜サラ
ダ・フルーツヨーグルト和
え・牛乳

ご飯・味噌汁・ハムエッ
グ・ミートボール・マカロニ
ゴマサラダ・ブロッコリー、
ベーコン炒め・インゲン、
コーンバター・牛乳

ご飯・味噌汁・おくら納豆・
ホタテ大根煮・玉ねぎの
卵とじ・ゴマ昆布・インゲ
ンゴマ和え・牛乳

ご飯・味噌汁・切干大根・
おふくろ煮・ボリボリおろ
しポン酢和え・牛乳

ご飯・味噌汁・鳥肉じゃ
が・フキと竹輪煮物・煮
豆・昆布佃煮・ミックスフ
ルーツのフルーチェ和え・
牛乳

ご飯・味噌汁・芋、ひき
肉、玉ねぎ煮物・ささぎゴ
マ和え・舞茸ポン酢和え・
ひじきフキ煮・キュウリの
さんま缶和え・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ（おろしポン酢）・
白菜梅和え・ジャーマン
ポテト・バナナヨーグルト

ご飯・味噌汁・肉巻きポテ
ト・バンバンジー・インゲン
と天カマ煮・昆布佃煮・ト
マト

ご飯・味噌汁・酢鳥・じゃ
が芋のそぼろ煮・もやし
サラダ

おにぎり・三平汁・あんか
け焼そば・カボチャ煮・海
鮮サラダ、ゴマ味噌ダレ・
トマト

バターチャーハン・ふわ
ふわ卵ミートソースがけ・
スパゲティ・ところてん・ポ
テトサラダ

カレーライス・春雨スー
プ・ほうれん草ツナ和え・
フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・春菊ゴマ和え・キュウ
リとワカメ酢物・切り込み
ニシンのおろし和え

夕

ご飯・味噌汁・ホイコー
ロー・麻婆茄子春雨・小
魚佃煮・昆布巻き・レタ
ス・トマト

ご飯・味噌汁・塩サバ・カ
ボチャ、舞茸の天ぷら・か
き揚・サラダ

ご飯・味噌汁・焼魚・みか
んとキュウリの酢物・鳥ゴ
ボウ煮

ご飯・味噌汁・大根人参
山菜煮・麻婆豆腐・もずく
酢

ご飯・味噌汁・煮物・白菜
と豚肉の中華風炒め・レ
タスとツナのサラダ（みょ
うが入り）

ご飯・うどん汁・鮭フライ
（タルタルソース）・ニラと
万能ネギの酢味噌和え・
煮豆・芋もち団子

ご飯・すいとん汁・鳥つく
ね・じゃが芋天カマ煮・ホ
タテ唐揚・アスパラとゴー
ヤの卵とじ

24 25 26 27 28 29 30

朝

ご飯・味噌汁・四川風厚
焼き卵・カボチャ煮・煮
豆・ほうれん草なめ茸和
え・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・大根人参
アゲ煮・インゲンゴマ和
え・シュウマイ・牛乳

ご飯・味噌汁・サンマとゴ
ボウの卵とじ・キンピラゴ
ボウ・ところてん・昆布佃
煮・小魚佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・ミーとオム
レツ・レタスとミックスベジ
タブルのサラダ・ワカサギ
佃煮・ふろふき大根・牛乳

ご飯・味噌汁・漬物・煮
豆・オムレツ・白菜お浸
し・牛乳

ご飯・味噌汁・時鮭焼・大
根人参味噌煮込み・ニラ
玉ねぎ卵とじ・甘漬トマト・
牛乳

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
納豆・なめ茸卵焼き・さん
ま切り込み・牛乳

昼
ご飯・卵スープ・麻婆豆
腐・回鍋肉・カレーあんか
け焼そば

あんかけカレーチャーハ
ン・味噌汁・レタス、ツナ、
春雨のサラダ・ポトフ・漬
物

いなり寿司・そうめん汁・
大根と鳥肉の煮物・ほう
れん草ゴマ和え・スイカ

ご飯・味噌汁・海老天と
じ・ほうれん草と人参の
ピーナッツ和え・茄子ピー
マン味噌炒め

ご飯・味噌汁・焼そば・豆
腐大根煮・アスパラベー
コン炒め・松前漬・パイン
ヨーグルト和え

ご飯・ロールキャベツ・卵
豆腐・豚肉ピーマン甘酢
炒め・白菜のゴマ和え・イ
チゴフルーチェ

ホタテチャーハン・なめこ
汁・カボチャ煮・茄子ピー
マン味噌炒め・水菜とカ
ニカマのポン酢和え・シュ
ウマイ

夕
ご飯・シチュー・ホッケ焼・
ナムル・ササギと油揚げ
炒め煮

ご飯・味噌汁・ゴーヤチャ
ンプルー・ササギとソー
セージ炒め・舞茸おろし
和え

ご飯・味噌汁・フキとちく
わぶの煮物・カボチャの
そぼろ煮・ホッケ焼・昆布
佃煮

ご飯・味噌汁・豚角煮・味
煮卵・フクラギのマリネ・
ネギ入りお好み焼

ご飯・味噌汁・サバ味噌
煮・カニボール野菜あん
かけ・茄子炒め・もやしと
ほうれん草マヨ和え・フ
ルーツのカルピス和え

ご飯・味噌汁・ししゃも焼・
コロッケ・トマト・鳥ひき肉
ごぼう煮・ところてん

ご飯・味噌汁・カレイのム
ニエル・温キャベツ・昆布
と大根の煮物・塩もみ
キュウリ

グループホームアウル ８月　献立表
アウルⅡ


