
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・カレーコ
ロッケ・ベーコンとピーマ
ンとキノコの炒め物・人参
のきんぴら・焼鯖・バナ
ナ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・大根
おろし・煮豆・昆布巻き・
ピーマンとハムのバター
炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・ソーセージ
の玉子とじ・煮豆・昆布巻
き・ハーブチキン・大根と
がんもの煮物・キノコの
中華炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・オクラ納
豆・秋刀魚の蒲焼・焼売・
佃煮

ご飯・味噌汁・焼サーモ
ン・煮豆・目玉焼き・ハ
ム・タラコ・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁･焼ほっけ・
ベーコンとズッキーニの
カレー炒め・カニカマと胡
瓜の酢の物・かぶの煮
物・トマト・煮豆

昼

ご飯・味噌汁･ペンネと
ベーコンのケチャップ煮・
さつま芋の甘煮・フルー
チェ

ひつまぶし・味噌汁・ささ
ぎのピーナッツ和え・鶏
肉のみぞれ和え

冷しおろしなめ茸うどん・
おむすび・ゴーヤチャンプ
ル・たくあん・スイカ

ご飯・味噌汁・串カツ・蕨
と天かまと人参の煮物・
白菜の煮浸し・漬物・フ
ルーツポンチ

ご飯･味噌汁・ロールキャ
ベツ・麻婆茄子・ふきと揚
げと竹輪の煮物・玉子豆
腐・フルーツヨーグルト

稲荷寿司・お吸い物・春
雨サラダ・大根と竹輪と
人参と鶏肉と天かまとナ
ルトの煮物

夕

カレーライス・味噌汁・ほ
うれん草のドレッシング
和え・チャーシュー・桃と
パイン

親子丼・味噌汁・ふきと厚
揚げの煮物・煮豆・茄子
の漬物・心太・バナナヨー
グルト

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・茄子と天かまの
煮物・麻婆豆腐・ポテトサ
ラダ

ご飯・味噌汁・中華煮・漬
物・魚の粕焼・南瓜の甘
煮あんかけ・ささぎ豆と芋
の煮物・すいか入フルー
ツポンチ

ご飯・味噌汁・スパゲティ
グラタン・鶏肉と青梗菜の
炒め物・おふくろ煮・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・焼魚・玉子
焼き・キャベツと天かまの
炒め物・ワカメと胡瓜の
酢味噌・トマト
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朝

ご飯・味噌汁・納豆・ほう
れん草の胡麻和え・南瓜
の煮付け・ヨーグルト和
え・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
大根と天かまの煮物・オ
クラ納豆・野菜サラダ・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
煮豆・昆布の佃煮・茄子
とピーマンの味噌炒め・
チキンナゲット・牛乳

ご飯・味噌汁・かぶと鶏肉
といんげんの煮物・豚肉
のキャベツ炒め・煮豆・た
くあん・牛乳

ご飯・味噌汁・鶏肉のさっ
ぱり煮・ポテトサラダ・心
太・焼売・鯖のみりん焼・
牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・南
瓜の甘煮・だし巻き玉子・
煮豆・小町巻き・バナナ・
牛乳

鶏五目・味噌汁・チーズ
入スクランブルエッグ・焼
鯖・柔らかチキン・ふきと
竹輪の煮物・白桃・牛乳

昼

あんかけ炒飯・味噌汁・
玉ねぎと竹輪の玉子と
じ・冷奴・オクラと長芋の
和え物

冷し中華・おにぎり・茄子
とインゲンの豚肉ロール
フライ・紅じゃこ・オレンジ
ヨーグルト

親子丼・味噌汁・鮭と豆
腐の味噌煮・白菜の梅紫
蘇和え・南瓜煮物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ピーマンの玉子炒め・
そうめんの煮こごり・ヨー
グルト

冷ソーメン・ズッキーニと
芋のトマト煮・おにぎり・
すいか

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・スパゲティサラダ・
玉子豆腐・すいか

ご飯・味噌汁・マカロニと
玉ねぎとソーセージのケ
チャップ炒め・焼鮭・青梗
菜と人参とウインナーの
塩あんかけ・桃ヨーグルト

夕

ご飯・味噌汁・もやしと挽
肉の炒め物・銀がれいみ
りん漬・肉じゃが・ほうれ
ん草のお浸し

親子カレー丼・味噌汁・き
のこのバターソテー・南
瓜甘煮

ひつまぶし丼・味噌汁・肉
じゃが・煮豆・すき焼き風
煮こみ・とろろソーメン

ご飯・味噌汁・肉団子の
甘酢炒め・里芋の煮物・
玉子豆腐・春雨サラダ

カレーライス・煮豆・南瓜
の甘煮あんかけ・フルー
ツポンチ

ご飯・味噌汁・餃子・大根
と生揚げの煮物・アラス
カと昆布の佃煮・トマト

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
小松菜の胡麻和え・玉子
焼き・漬物・すいか
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朝

ご飯・味噌汁・キャベツと
竹輪の炒め物・トマトと胡
瓜・漬物・黒豆・納豆・牛
乳

ご飯・味噌汁・ソーセージ
の玉子とじ・ひじき煮・さ
つま芋煮・焼ほっけ・オク
ラと長芋の和え物・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と揚げ
の煮物・キャベツ炒め・南
瓜の煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ハーブチキン・ひじきの煮
つけ・目抜きの西京焼・な
ま酢・牛乳

ご飯・味噌汁･南瓜の甘
煮・コーン炒め・ソーセー
ジ炒め・煮豆・茄子とピー
マンの味噌炒め・スクラン
ブルエッグ・牛乳

ご飯・味噌汁・豚肉竹輪･
白菜の酒蒸し・さつま芋
煮・納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・豚肉といん
げんの蒸し焼・スクランブ
ルエッグ･南瓜の甘辛炒
め・白菜のお浸し・フルー
チェ

昼

ちらし寿司・生姜芋汁・南
瓜巾着あんかけ・大根と
人参と茄子の煮物・煮
豆・すいかとぶどう

ご飯・味噌汁･和風ハン
バーグ・天かまとなるとと
里芋の煮物・マカロニサ
ラダ・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・玉子焼き・胡瓜とソー
セージのサラダ・佃煮

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
大根と枝豆豆腐のコンソ
メ煮・ふきとキノコとナルト
の煮物

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・切干大根の煮物・焼
魚・温野菜のドレッシング
和え

ご飯・味噌汁・ハムカツ・
切干大根の煮物・肉団子
鍋・じゃが芋とベーコンの
チーズ焼

カレーライス・山芋と紫蘇
の実の和え物・スープ・マ
カロニのトマトとツナの
ソース和え・桃ヨーグルト

夕

稲荷寿司・味噌汁・竹輪
のカレー天ぷら・はんぺ
んのカレーフライ・胡瓜の
ナムル

ご飯・味噌汁・鮭と生揚げ
のあんかけ煮・山芋のな
ます・具入納豆

ご飯・味噌汁・海老団子
の甘酢炒め・鯖の竜田揚
げ・鶏肉と大根の煮物・
漬物・小町巻き

ご飯･味噌汁・海老チリ・
南瓜のあんかけ煮・ニラ
と玉ねぎの玉子とじ・焼つ
ぼ鯛

ご飯・味噌汁・カニカマ入
玉子焼き・ふきと天かま
の煮物・ミートボールの
甘酢あん・昆布巻きトマト

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
塩焼き・オムレツ・里芋と
いんげんの煮物・煮豆・も
ずくと胡瓜の酢の物

おかかチーズ入焼おにぎ
り・味噌汁・南瓜煮・ニラ
の玉子とじ・鶏肉の野菜
甘酢あんかけ
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朝

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・さつま芋・ペン
ネのチーズ炒め・ふきと
生揚げの煮物・牛乳

ご飯・味噌汁･鯖みりん
焼・煮豆・里芋とさつま芋
と人参の煮物・だし巻き
玉子・牛乳

ご飯・味噌汁・オムレツ・
いんげんと肉の炒め物・
煮豆・昆布の佃煮・レタス
と胡瓜のサラダ・ワカメの
酢の物・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と揚げ
の煮物・豚肉入野菜炒
め・煮豆・たくあん・牛乳

ご飯・味噌汁・ソーセージ
の玉子とじ・煮豆・ささぎ
とがんもの煮物・肉団子・
牛乳

ご飯・味噌汁・ハムエッ
グ・たらこ・南瓜団子・ささ
ぎと天かまの炒め物・煮
豆・牛乳

ご飯・味噌汁・あじの塩漬
け焼・ポテトサラダ・チキ
ンナゲット・ひじきの煮
物・海老と青梗菜の中華
炒め・牛乳

昼
うどん汁・２色おにぎり・さ
さげと芋の煮物・コーンバ
ター

オムライス・味噌汁・切干
大根・麻婆茄子・胡瓜とツ
ナの和え物・玉子豆腐

お寿司（6種）・茶碗蒸し・
海老野菜天ぷらそば・け
んちん汁

ご飯・味噌汁・帆立のか
き揚げ・ミートボールと野
菜の炒め物・心太

ご飯・味噌汁・煮豆・焼
ほっけ・ポテトサラダ・茄
子とピーマンの味噌炒
め・トマト

そーめん・わかめおにぎ
り・ハンバーグ・胡瓜とト
マト

炊き込みご飯・味噌汁・マ
カロニときのことツナのケ
チャップ炒め・南瓜の煮
物・焼鮭・インゲンの胡麻
和え

夕
混ぜご飯・味噌汁・湯豆
腐・煮豆・漬物・南瓜あん
かけ巾着

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダコロッケ・天かまの煮
物・胡瓜とハムのサラダ・
トマトとレタスのサラダ・メ
ロン

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・豚肉と野菜たっぷり
中華あんかけ・さつま芋
甘露煮

ご飯・味噌汁・煮豆・漬
物・南瓜の甘煮・ほっけ
のみりん漬け焼・ささぎ豆
と芋の煮物・たらこ・トマト
甘漬

ご飯・三平汁・南瓜甘煮・
天ぷら（さつま芋・南瓜・
かき揚げ）・茄子と舞茸の
おろし生姜和え・フルーツ
ポンチ

親子丼・味噌汁・焼そば・
天かまとはんぺんとささ
ぎの煮物・きんぴらごぼ
う・煮豆・白桃プリン

ご飯・味噌汁・肉巻き・南
瓜の煮物・豆腐と豚肉と
玉ねぎの玉子とじ・小松
菜の胡麻和え
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朝
ご飯・味噌汁・焼たら・野
菜サラダ・里芋の煮物・
納豆・牛乳

ご飯・味噌汁･大根の煮
物・白菜と豚肉のあんか
け煮・南瓜の煮つけ・たく
あん・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ハーブチキン・ピーマンと
ハムの炒め物・小松菜と
竹輪の煮物・黒豆・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ハム・スパゲティ・昆布の
佃煮・たくあん・みかんの
ヨーグルト和え・牛乳

昼

ご飯･天ぷらうどん・鶏の
から揚げ・バターコーン炒
め・春雨・ハムと胡瓜の
サラダ

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
焼・ふきと天かまと大根
の煮物・冷奴のなめ茸和
え・茄子と味噌肉の炒め
物・スイカ

まぜご飯・ソーメン汁・南
瓜のあんかけ・カツ（キャ
ベツ・とうきび・人参付）

ご飯・南瓜団子汁・焼目
抜き・煮豆・南瓜甘煮・天
かま餃子・南瓜豆腐・す
いか

夕
ご飯・きのこ汁・肉じゃが・
かぶと揚げの煮物・つぼ
鯛の塩焼き

ご飯・豚汁・鶏肉の竜田
焼・ニラの卵とじ・トマト・
水菜とツナの和え物

ご飯・味噌汁・ピーマンの
肉詰め・揚げ豆腐と茄子
のあんかけ・黒豆・カニカ
マ入玉子焼き

ご飯・味噌汁・鶏ザンギ・
高野豆腐の煮物・南瓜の
ミルク煮・白菜のお浸し・
フルーツポンチ

グループホームアウル ８ 月　献立表
アウルⅡ


