
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝

ご飯・味噌汁・煮豆・ちり
めんじゃこ・目玉焼・ほう
れん草のお浸し・さつま芋
煮・ウインナーと竹輪の
炒め物・秋刀魚の蒲焼

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
蒲焼・ほうれん草の玉子
とじ・煮豆・しょうが焼き・
昆布の佃煮

昼

ご飯・ワカメスープ・鶏の
から揚げ・麻婆春雨・玉
子豆腐・マカロニサラダ・
苺

ご飯・醤油ラーメン・海老
入餃子・ワカメと胡瓜の酢
の物・茄子と天かまの炒
め物

夕
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
麻婆豆腐・焼ほっけ・煮
豆・桃

カレーライス・玉子スー
プ・ラーメンサラダ・煮豆・
フルーツ
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朝

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・梅
干・ニラの玉子とじ・キャ
ベツの天かま炒め・プ
レーンオムレツ・フルー
ツ・牛乳

ご飯・味噌汁・鱈のムニエ
ル・ひじき煮・大根と鶏肉
の煮物・ウインナーとピー
マンの炒め物・蜜柑ヨー
グルト

ご飯・味噌汁・納豆・煮
豆・キャベツと竹輪の炒
め物・コロッケ・玉子焼き・
牛乳

ご飯・味噌汁・紫蘇ワカ
メ・厚揚げの生姜煮・大根
と竹輪の煮物・ソーセー
ジの玉子とじ・目抜きの西
京焼・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・チキンソ
テー・玉子焼・佃煮・
ジャーマンポテト・胡瓜の
なめ茸和え・苺

ご飯・味噌汁・玉子焼・鯖
の塩焼・松前漬・ウイン
ナー・煮豆

ご飯・味噌汁・焼鮭・煮
豆・梅干・ｳｲﾝﾅｰ・天かま
の味噌炒め・スクランブル
エッグ・牛乳

昼
玉子巻き寿司・ソーメン
汁・海老フライ・ポテトサラ
ダ

牛丼・味噌汁・ペンネチー
ズ・茄子とピーマンの味
噌炒め・りんご

チキンカレー・野菜サラ
ダ・フルーツポンチ

そば・稲荷寿司・帆立と
コーンの炒め物・カニカ
マ・ワカメナルト

ご飯・味噌汁・蕗と揚げと
豆腐と人参とがんもと鶏
肉の煮物・焼鮭・ほうれん
草とﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙのﾊﾞﾀｰ
醤油炒め・里芋の胡麻和
え

ご飯・豚汁・さつま芋天ぷ
ら・ハンバーグ・煮豆・紫
蘇ワカメ

生姜ご飯・味噌汁・ハン
バーグ・竹輪のカレー天
ぷら・煮豆・ミニトマト

夕
ご飯・豚汁・鱈の甘酢炒
め・小松菜と揚げの炒め
物・さつま芋の甘煮

ご飯・味噌汁・大根と天か
まの煮物・かすべの煮付
け・さつま芋と水菜の天
ぷら・梅干

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・大学芋風さつま
芋煮・削り節昆布

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・子和え・煮豆・ほうれ
ん草の胡麻和え・苺

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・銀カレイ味醂漬・茄子
ときのこの炒め物・昆布
の佃煮・煮豆

ご飯・けんちん汁・煮豆・
秋刀魚の煮付け・漬物・
味噌おでん・フルーツ

ご飯・味噌汁・八宝菜・南
瓜コロッケ・湯豆腐のひじ
きあんかけ・煮豆
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朝

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・焼ほっけ・豚肉
とキャベツのカレー炒め・
たくあん・フルーツポンチ・
牛乳

ご飯・味噌汁・梅干・焼
鮭・茄子と竹輪の炒め物・
玉子焼・ポテトサラダ・牛
乳

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
蒲焼・ソーセージの玉子
とじ・椎茸とベーコンの炒
め物・天かま・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・大根の天
かま煮・豚肉と野菜の炒
め物・納豆・さつま芋甘
煮･牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・ミ
ニハンバーグ・松前漬・南
瓜煮・バナナ

ご飯・味噌汁・焼秋刀魚・
だし巻き玉子・南瓜煮・天
かま炒め・牛乳・フルーツ

ご飯・味噌汁・焼鮭・生姜
焼き・スクランブルエッグ・
ひじき煮・煮豆・牛乳

昼
カレーうどん・おにぎり・漬
物・南瓜煮・餃子入スープ

ご飯・味噌汁・天ぷら（茄
子・さつま芋・竹輪・ピー
マン）・海老チリ・玉子味
噌

キーマカレー・玉子スー
プ・煮豆・漬物・かぼちゃ
とサツマ芋のきんとんあ
んかけ・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・焼そば・餃
子・なめ茸と胡瓜の和え
物・大学芋

生姜ご飯・味噌汁・鶏肉
の竜田焼・かぶと鶏団子
の煮物・胡瓜の胡麻和
え・煮豆

三色丼・味噌汁・青梗菜
の中華炒め・焼鮭・煮豆・
たくあん

わかめおにぎり・醤油
ラーメン・南瓜煮・玉子豆
腐・苺

夕

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・かすべの煮付け・豆
腐の玉子とじ・煮豆・カニ
カマ

親子丼・味噌汁・大学芋
風煮物・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・芋のそぼろ
煮・豚肉と白菜の八宝菜
風・きのこと豆腐のあん
かけ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
焼秋刀魚・ニラの玉子と
じ・きり昆布と揚げの炒め
物・煮豆・漬物

牛丼・豚汁・煮豆・南瓜き
んとん・天かまの味噌が
け・フルーツ

ご飯・すり身汁・鯖の味噌
煮・山菜の炒め煮・もずく
酢・煮豆・大根としらすの
和え物

ご飯・味噌汁・鱈フライの
野菜甘酢あんかけ・黒
豆・巾着煮
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朝

ご飯・味噌汁・ﾁｰｽﾞ入ｽｸﾗ
ﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・ソーセージの
ケチャップ炒め・焼つぼ
鯛・子和え・ほうれん草の
胡麻和え・伊予柑・牛乳

ご飯・味噌汁・天かま・佃
煮・納豆・焼かれい・玉子
焼・牛乳

ご飯・味噌汁・豚肉と白菜
の酒蒸し・大根と天かま
の煮物・南瓜煮・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・漬
物・煮豆・蕨と蕗と竹の子
の煮物・フルーツ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
ハムカツ・ソーセージ入ス
クランブルエッグ・南瓜
煮・小松菜の胡麻和え・
牛乳

ご飯・味噌汁・煮豆･納
豆・カニカマ・クリーミー
コーン・ポテトサラダ・水
菜のピーナッツ和え・牛
乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
焼鯖・納豆・梅干・黒豆・
帆立ときのこのバター炒
め

昼
ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ブロッコリー・人参シリ
シリ・茄子の油炒め

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
キャベツとベーコンのコン
ソメ煮・茄子のひき肉炒
め・煮豆

オムライス・味噌汁・大学
芋・ポテトサラダ

塩ラーメン・稲荷寿司・お
にぎり・南瓜甘煮・つくね・
ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ・玉子焼・小松
菜の胡麻和え・ｳｲﾝﾅｰ・
ゆで卵・海老と鶏のフライ

カレーライス・春雨サラ
ダ・大根と天かまの煮物・
ニラの玉子とじ・フルーツ
ポンチ

うどん・稲荷寿司・南瓜の
煮物・かに玉・胡瓜の漬
物

ご飯・味噌汁・大根と天か
まと人参とウインナーの
煮物・もやしとピーマンと
ハムのナムル・じゃが芋
の塩煮

夕
ご飯・味噌汁・八宝菜・焼
鮭・南瓜煮・漬物・玉子味
噌

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・竹輪と豆腐の煮物・さ
つま芋甘煮

ご飯・味噌汁・すき焼き・
南瓜きんとん・海老とサー
モンのタルタルがけ・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・鱈のムニエ
ル・ラーメンサラダ・肉じゃ
が・煮豆・かまぼこ

ご飯・味噌汁・ゆで卵・梅
干・焼鮭・キャベツと天か
まの煮物・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・肉じゃが･
焼ほっけ・子和え・南瓜煮

生姜ご飯･味噌汁・煮豆・
メンチカツ・ミニトマト・き
んぴらごぼう・ほうれん草
の炒め物
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朝

ご飯・味噌汁・チーズ入ス
クランブルエッグ・厚揚げ
と大根の煮物・ツナのハ
ム巻き・焼ほっけ・煮豆・
牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
生姜焼・ふきと天かまの
炒め煮・煮豆・フルーツポ
ンチ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・茄
子のピリ辛炒め・あさつき
の玉子とじ・キャベツとウ
インナーの炒め物・牛乳

ご飯・味噌汁・佃煮・玉子
焼・梅干・えのきの豚肉巻
き・ツナとほうれん草のポ
ン酢和え・牛蒡サラダ

ご飯・味噌汁・玉子焼・つ
くね・鯖の水煮・ハーブチ
キン・昆布のおかか和え

昼
キーマカレー・玉子スー
プ・南瓜の煮物・漬物・煮
豆・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・ロール白
菜・さつま芋サラダ・煮
豆・えのきのベーコン巻
き・キウイ

そば・稲荷寿司・南瓜あ
んかけ・しば漬け・煮豆

ちらし寿司・ソーメン汁・
唐揚げ・マカロニグラタ
ン・煮豆・苺

ご飯・味噌汁・お好み焼・
じゃが芋と白滝の煮物・
枝豆豆腐・水菜のお浸し・
フルーツポンチ

夕
ご飯・味噌汁・ヒレカツ・さ
つま芋の甘煮・春菊と椎
茸の和え物・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
煮豆・はんぺんのハムは
さみ揚げ・南瓜・湯豆腐

中華丼・味噌汁・さつま芋
の甘煮・かに玉

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
春雨キャベツ・豚野菜炒
め・黒豆

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
漬物・焼つぼ鯛・蜜柑と苺

グループホームアウル ２ 月　献立表
アウルⅡ


