
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・炒め納豆・
しらす干し大根おろし・い
んげんとソーセージのカ
レー風味炒め・豆腐とが
んもの含め煮

ご飯・味噌汁・紫蘇入り
ピーマン味噌・鶏肉あん
煮・長芋とラッキョウの酢
の物・南瓜煮

ご飯・きのこ汁・紫蘇の実
入納豆・焼ほっけ・もずく
と胡瓜の酢の物・バナナ
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・焼鮭・納
豆・おから・やわらか梅昆
布

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
鯖の竜田揚げ・かぶの塩
漬け・フルーツあずき

ご飯･味噌汁・おろし納
豆・ひじきと白滝の炒め
煮・目抜きの西京焼・マカ
ロニサラダ

昼

稲荷寿司・味噌汁・ゴー
ヤチャンプル・大根菜の
おから和え・茄子とピーマ
ンの味噌炒め

カツ入トマトハヤシライ
ス・コンソメスープ・フライ
ドポテト（からしマヨネー
ズ）・わかめと大根の酢
の物

冷しラーメン・春雨スー
プ･ハーブチキン・南瓜そ
ぼろ

ご飯・味噌汁・トマトとズッ
キーニの煮込みハンバー
グ・中華くらげのサラダ・
粉ふき芋・ブロッコリー・
スイカ

カレーライス・サラダ・
スープ・スイカ

七夕稲荷・すまし汁・煮し
め・春雨サラダ・ゼリーフ
ルーツ

夕
ご飯・豚汁・キャベツの梅
肉和え・心太・焼ほっけ

うな丼・お吸い物・生揚げ
の煮物・なめ茸と胡瓜の
サラダ・チェリー

ご飯・そうめん汁・豚ジン
ギスカン・伊達巻・茄子の
漬物

鶏釜飯・味噌汁・赤魚粕
漬け焼・胡瓜とワカメとオ
ホーツクの酢の物・バナ
ナフルーチェ

しらす入俵にぎり・うどん
汁・ピーマンと玉ねぎの
炒め物・胡瓜とレタスの
梅サラダ

紫蘇の実ご飯・味噌汁・
冷しゃぶ・南瓜甘煮・胡瓜
とオホーツクの酢の物
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朝

ご飯・味噌汁・手作り伊達
巻・大根と鶏ひき肉の煮
物・ほうれん草のなめ茸
和え・茄子の漬物

ご飯・味噌汁･レタスハム
サラダ・鶏肉と大根の煮
物・茄子とピーマンの味
噌炒め・竹輪の揚げ煮

ご飯・味噌汁・焼塩鮭・玉
子焼き・煮豆

ご飯・味噌汁・大根とがん
もの煮物・焼豚のせコー
ンサラダ・枝豆豆腐の冷
奴・フルーツフルーチェ

炊き込み五目御飯・味噌
汁・銀だらみりん漬け焼・
ペンネのタラコマヨネーズ
和え・チキンと水菜のサ
ラダ・甘夏シャーベット

ご飯・味噌汁・焼鮭・ミート
ボールと白菜の炒め物・
南瓜煮・漬物

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
大根と人参と天かまの煮
物・胡瓜とワカメとオホー
ツクの酢の物・パイン入
ブルーベリーフルーチェ

昼

シーフードのかき揚げ・冷
そば・南瓜のそぼろ煮・
バナナとチェリーのヨー
グルト

ミートソーススパゲティ・
コーンスープ・ハーブレモ
ンチキンサラダ・長芋と胡
瓜と佃煮の紫蘇ワカメ和
え

ハンバーグカレー・コンソ
メスープ・レタスと野菜の
マカロニサラダ・スイカ

なめ茸おろし冷麦・ラタ
トゥーユ・そうめんの煮こ
ごり・スイカ

親子丼・味噌汁・胡瓜と
ワカメと紫蘇の佃煮和え・
がんもの煮物・たくあん・
黄桃

ご飯･鮭シチュー・おろし
和風ハンバーグ・春雨サ
ラダ・トロピカルフルーツ・
紫蘇の実漬

ご飯・味噌汁・焼魚・おか
らの煮物・白菜の梅紫蘇
佃煮和え・たくあん・すい
か

夕
牛丼・味噌汁・ほうれん
草の白和え・ワカメの酢
の物・たくあん

うな丼・味噌汁・ふきと油
揚げの炒め物・ラーメン
サラダ・漬物

ご飯・味噌汁・八宝菜・と
うもろこし・茄子とエリンギ
のおろし揚げびたし・もや
しとピーマンのナムル

ご飯・味噌汁・煮しめ・春
雨の酢の物・とうもろこし
の天ぷら・茄子と豚肉の
味噌炒め

ご飯・味噌汁・焼鯖・いん
げんの胡麻和え・胡瓜の
酢の物・納豆ラーメン

ご飯・味噌汁・鶏肉とえび
のトマト煮・ゆで玉子サラ
ダ・マンゴーと白桃のヨー
グルト和え

ご飯・味噌汁･揚げ餃子・
シーチキンサラダ・ぶどう
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朝

ご飯･お吸い物・炒め納
豆・里芋の煮物・胡瓜と
なめ茸の和え物・フルー
ツヨーグルト

ご飯・味噌汁・ミックスベ
ジタブル入玉子焼き・か
ぶと天かまの煮物・いん
げんのピーナッツ和え

ご飯・味噌汁・人参と胡瓜
のサラダ・茄子焼・バナナ
ヨーグルト

ご飯・すり身汁・ひじき
煮・煮豆・白菜と豚肉の
重ね蒸し・伊達巻

ご飯・味噌汁・南瓜のそ
ぼろ煮・さつま芋サラダ・
青紫蘇の実納豆・フルー
ツザリー和え

ご飯・味噌汁・目抜きの
西京漬け焼・肉じゃが・漬
物・牛乳寒天のフルーツ
和え

ご飯・味噌汁・生揚げと昆
布の煮物・オムレツ・納豆
の昆布和え・ミートボール
とピーマンとシメジの炒め
物

昼
ご飯・ポトフ・鶏のから揚
げ・大根サラダ・スイカ

カレー・玉子スープ・長芋
の梅和え・茄子のトマト風
味炒め・スイカ・玉子スー
プ

天丼・南瓜の煮物・胡瓜
とワカメの酢の物・たくあ
ん・スイカ

鮭と海老の和風あんかけ
そば・昆布と白滝の煮
物・長芋と紫蘇の実の和
え物

親子丼･味噌汁・春雨サ
ラダ・紫蘇の実・ヨーグル
トカクテルフルーツ

チャーハン・ニラ玉スー
プ・南瓜煮・ササミと胡瓜
のポン酢和え・玉子豆
腐・昆布巻

カレーライス・コンソメ
スープ・とろろ芋の紫蘇
の実和え・マカロニとツナ
のケチャップ煮

夕
ご飯・味噌汁・目抜き西
京漬け・南瓜そぼろあん・
煮豆・たくあん

紫蘇の実ご飯・味噌汁・
エビチリ・トンカツ・温室み
かん・夏野菜の漬物

ご飯・舞茸の吸い物・焼
塩鯖・マカロニサラダ・大
根の炒め物・種無しぶど
う

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・
中華サラダ・ピーマンと茄
子の挽肉炒め

ご飯・うどん汁・鶏肉のハ
ンバーグ・小松菜のサラ
ダ

ご飯・味噌汁・つぼ鯛焼・
おふくろ煮・白菜の松前
漬和え・煮豆・たくあん

ご飯・ワカメスープ・ロー
ルキャベツ・茄子とピーマ
ンの炒め物・胡瓜サラダ

21 22 23 24 25 26 27

朝
ご飯・味噌汁・里芋煮・
シーチキンサラダ・桃ヨー
グルト

ご飯・味噌汁・焼鮭・煮
豆・いんげんのピーナッ
ツ和え

ご飯・味噌汁・大根と玉ね
ぎといんげんとなるとの
煮物・焼ほっけ・たくあ
ん・焼パイン

ご飯・味噌汁・さんま・佃
煮・玉子焼き・チキンナ
ゲット

ご飯・味噌汁・焼鮭・里芋
の煮物・長芋の和え物・
たくあん

ご飯・味噌汁・焼鯖・切干
大根・青梗菜とシーフード
の中華風・漬物２種

ご飯・味噌汁・銀だらみり
ん干し・ベーコンエッグ・
黒豆・たくあん

昼
鶏天丼・味噌汁・なます・
心太と竹輪の和え物

カレーライス・白菜スー
プ・春雨サラダ・クリーム
コロッケ・桃缶

生寿司(8種）・茶碗蒸し・
海老野菜天ぷらそば・け
んちん汁

カツ丼・味噌汁・さつま芋
のサラダ・梅昆布の和え
物

クリームパスタ・エリンギ
と豆腐のスープ・南瓜煮・
水菜と胡瓜とトマトのサラ
ダ・みかんヨーグルト

タラコ炒飯・味噌汁・胡瓜
のの酢の物

ご飯・南瓜シチュー・ハン
バーグ（トマト・パセリ
添）・鮭ミートパスタ・紫蘇
昆布・トロピカルフルーツ

夕
ご飯･味噌汁・ホイコー
ロー・ふきと天かまの炒
め物

チーズササミ丼・味噌汁・
タラコスパ・胡瓜とワカメ
の酢の物

ご飯・味噌汁・ベーコンサ
ラダ・ほうれん草のお浸
し・ホイコーロー・松前漬
け

中華丼・鮭のあら汁・胡
瓜とワカメとオホーツクの
酢の物・たくあん・煮物

秋刀魚の蒲焼丼・味噌
汁・さつま芋の甘煮・かぶ
と胡瓜の漬物・パイナップ
ル

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・きんぴらごぼう・大
根のきのこあん

ご飯・味噌汁・焼鯖・白菜
と豚肉の酒蒸し・ハンペ
ンと白滝の煮物・ラーメン
サラダ
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朝

ご飯・味噌汁・ウイン
ナー・焼ほっけ・里芋の
煮っころがし・胡瓜とオ
ホーツクの酢の物・たくあ
ん・フルーチェ

ご飯・味噌汁・あじの塩だ
れ焼・味噌おでん・塩昆
布と胡瓜の和え物・洋梨
のヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・焼鮭・白菜
とピーマンと昆布のポン
酢和え・煮豆・たくあん・ト
マト

ご飯・味噌汁・カレーコ
ロッケ・黒豆・ベーコンと
いんげんの味噌バター
コーン・大根と胡瓜と若布
のサラダ

昼
カレーライス・三つ葉の卵
とじスープ・春雨サラダ・
すいか

唐揚げ丼・味噌汁・茄子
とピーマンとひき肉の味
噌炒め・なます

カレーライス・シーチキン
サラダ・いちごフルー
チェ・ニラ玉スープ

海老かき揚げそば・ブ
ロッコリーとハムのサラ
ダ・さつま芋甘煮・すいか

夕

焼たらこのおにぎり・うど
ん汁・茄子とピーマンの
中華炒め・胡瓜とキクラ
ゲの中華サラダ・たくあん

ご飯・豚汁・チキン竜田・
トマトと胡瓜のサラダ・煮
豆・漬物

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
南瓜のそぼろ煮・小松菜
の白和え・胡瓜の粕漬
け・すいか

ご飯・味噌汁・ほっけの一
夜干し焼（大根おろし
添）・かぶと天かまの煮
物・スパゲティサラダ・た
くあん

グループホームアウル ８ 月　献立表
アウルⅠ


