
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・焼鮭・煮
豆・ウインナー・コロッケ・
だし巻き玉子・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
キッシュ・ペンネアラビ
アータ・蕗と天かまの煮
物･煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
納豆・もやしのナムル・
キャベツと天かまの炒め
物・煮物

ご飯・味噌汁・だし巻き玉
子・焼鯖・じゃこ佃煮・煮
豆・豚肉の生姜焼き・牛
乳

昼

ご飯・味噌汁・焼鮭・五目
巾着煮・豚肉の生姜焼
き・南瓜煮・キャベツ・カニ
カマ

稲荷寿司・おにぎり・焼そ
ば・焼肉・焼き芋

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・竹輪とツナのサラ
ダ・オホーツク・肉じゃが・
煮豆

親子丼・味噌汁・筑前煮・
煮豆・茄子の煮浸し・八朔

夕
ご飯・味噌汁・赤魚粕漬
や・つくね・白菜のあんか
け煮・味噌おでん

ミニおにぎり・味噌汁・か
にかま・鱒のチャンチャン
焼・ほうれん草のお浸し・
人参サラダ

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
ホイコーロ・玉子味噌・白
菜のお浸し・玉子豆腐

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
キャベツ蒸し・小松菜の
煮浸し・さつま芋の大学
芋風
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朝

ご飯・味噌汁・玉ねぎの
玉子とじ・ミートボール・と
ろろ・秋刀魚の蒲焼・茄子
の味噌炒め・八朔・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・
ミートオムレツ・キャベツ
炒め・梅干･牛乳

ご飯・味噌汁・カレーコ
ロッケ・ひじき煮・だし巻き
玉子・羊羹・牛乳

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・つくね・天かまの昆
布煮・さつま芋の大学芋
風・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
蕗と天かまの煮物・焼鯖・
紫蘇若布・ベーコン・苺

ご飯・味噌汁・マカロニナ
ポリタン・煮豆・子持ち昆
布・だし巻き玉子・ミート
ボール・胡瓜のなめ茸和
え・牛乳

ご飯・味噌汁・かぶと竹輪
の煮物・豚野菜炒め・煮
豆・たくあん・牛乳

昼
ちらし寿司・とろろそば・
昆布と白滝の煮物・青梗
菜の胡麻和え

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・
ミートオムレツ・キャベツ
炒め・梅干・味噌汁・肉
じゃが・すき焼き風煮・煮
豆・佃煮・シロ菜のお浸し

炒飯・ソーメン汁・えのき
の紫蘇昆布和え・玉子豆
腐・ミニトマト

稲荷寿司・冷麦・フルーツ
ポンチ・うま煮

ご飯・味噌汁・鱈のフライ
タルタルソース添・海藻サ
ラダ・トマト・紅じゃこ・南
瓜の煮物

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
蕨の天かま炒め・海老チ
リ・玉子豆腐・黒豆

カレーライス・玉子スー
プ・南瓜のそぼろあんか
け・ハムカツ・フルーツポ
ンチ

夕
キーマカレー・餃子スー
プ・ラーメンサラダ・煮豆・
梨

ご飯・味噌汁・ホッケフラ
イタルタル添・キャベツと
揚げの煮物・胡瓜と若布
の酢の物・煮豆

生姜ご飯・味噌汁・鱒の
ホイル焼・しらすのおろし
和え・そうめんサラダ

天丼（海老・ピーマン・茄
子）・味噌汁・トマト・煮豆・
ほうれん草と紫蘇若布の
和え物

ご飯・餃子スープ・おで
ん・焼ほっけ・煮豆・いか
と芋の煮物

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・豆腐としめじのコンソ
メ煮・南瓜煮

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
いかじゃが煮・麻婆豆腐・
蕗のきのこ炒め・煮豆

12 13 14 15 16 17 18

朝

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
ほうれん草のなめ茸和
え・目玉焼き・煮豆・昆布
巻き

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・焼鮭・若布の酢
味噌和え・豚肉とキャベツ
のカレー炒め・フルーツポ
ンチ・牛乳

ご飯・味噌汁・玉ねぎの
玉子とじ・煮豆・秋刀魚の
蒲焼・ソーセージのケチャ
プ炒め・ミートボール・苺・
牛乳

玉子巻きご飯・トマト・煮
豆・昆布の佃煮･さつま芋
サラダ・ウインナー・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・煮
豆・だし巻き玉子・里芋
煮・南瓜煮・牛乳

ご飯・味噌汁・ほうれん草
入玉子焼き・鮭のバター
焼・漬物・梅干・蕗と天か
まと椎茸の炒め物・苺・牛
乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
スクランブルエッグ・レモ
ンハーブチキン・おから・
バナナ・牛乳

昼
海鮮丼・ソーメン汁・お汁
粉・フルーツポンチ

うどん・おにぎり・白菜の
お浸し・さつま芋の甘煮・

ご飯・味噌汁・メンチカツ・
水菜のキャベツサラダ・
煮豆

天ぷらそば・おにぎり・玉
子焼き・フルーツ

ご飯・味噌汁・大根と秋刀
魚缶の煮物・鶏のから揚
げ・海藻サラダ・トマトとレ
タス・南瓜煮

カレーうどん・おむすび・
おでん・フルーツポンチ

炒飯・味噌汁・メンチカツ・
煮豆

夕

ご飯・味噌汁・焼糠秋刀
魚・南瓜煮・水菜と揚げの
煮浸し・玉子豆腐・煮豆・
苺

天丼・味噌汁・青梗菜の
かに玉あんかけ

ご飯・味噌汁・切干大根・
煮豆・麻婆豆腐・いんげ
んの胡麻和え・焼鮭

キーマカレー・玉子スー
プ・煮豆・マグロかつお・
フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・クリーム
煮・海老の天ぷら・煮豆・
漬物・苺

ご飯・味噌汁・焼鯖・海老
と豆腐の炒め物・鶏肉と
大根の煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
つぼ鯛味醂漬・天ぷらと
キノコの油炒め・アスパラ
のお浸し・煮豆
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朝
ご飯・味噌汁・焼鮭・目玉
焼き・たら昆布・南瓜煮・
漬物

ご飯・味噌汁･鱒の香草
焼・天かま・さつま芋の大
学芋風・チーズ入スクラン
ブルエッグ・ハムとピーマ
ンの炒め物・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・漬
物・ハム・バナナ・南瓜
ロール・牛乳

しらす入梅紫蘇おにぎり・
味噌汁・白菜のお浸し・秋
刀魚の蒲焼・ウインナー・
南瓜の甘煮・バナナ・牛
乳

ご飯・味噌汁・蕗と天かま
と椎茸の煮物・玉子焼き・
煮豆・とろろ芋・昆布・蜜
柑・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
鶏つくね・カニカマ・ミート
ボール・蕗と天かまの煮
物・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
焼ソーセージ・豚肉とキャ
ベツのカレー炒め・煮豆・
バナナヨーグルト・牛乳

昼
キーマカレー･中華スー
プ・南瓜コロッケ・ブロッコ
リーとトマト

ご飯・味噌汁・ナポリタン・
ポテトサラダ・ゆで玉子・
漬物・焼魚

五目うどん・胡麻おにぎ
り・豚の生姜焼き・春菊の
胡麻和え・みかん

味噌ラーメン・稲荷寿司・
水菜とシーチキンサラダ・
蜜柑と桃

牛丼・味噌汁・揚げ豆腐
のあんかけ・南瓜煮

海鮮丼・すいとん汁・ハム
巻きポテトサラダ・筑前
煮・煮豆

ご飯・中華スープ・煮豆・
餃子・中華煮・昆布佃煮・
南瓜甘煮

夕
牛丼・味噌汁・南瓜煮・厚
揚げの生姜あんかけ・も
ずく酢

ご飯・豚汁・煮豆・親子
丼・かすべ煮（芋付）・さつ
ま芋と南瓜の茶巾

ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・焼ほっけ・煮豆・
茄子の油炒め

ご飯・ベーコンと玉子の
スープ・揚げ納豆・煮豆・
焼つぼ鯛・竹輪と椎茸と
かまぼこの煮物・アスパ
ラ・みかん

カレーライス・大根とがん
もの煮物・煮豆・長芋のな
め茸あん

ご飯・味噌汁・天ぷら（海
老・さつま芋・舞茸・茄
子）・もやしのナムル・ハ
ムポテト・里芋の煮物

ご飯・味噌汁・焼鮭・茄子
と天ぷらの煮物・玉子味
噌・肉じゃが・煮豆
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朝

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
秋刀魚の蒲焼・ほうれん
草となめ茸の和え物・昆
布佃煮・クリームコロッケ

ご飯・味噌汁・玉ねぎの
玉子とじ・焼ほっけ・ハム
とピーマンの炒め物・うま
み昆布・煮豆・バナナ・牛
乳

ご飯・味噌汁・キャベツの
ベーコン炒め・煮豆・だし
巻き玉子・焼紅鮭・漬物・
フルーツ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・マカ
ロニサラダ・煮豆・いんげ
んの胡麻和え・ミニハン
バーグ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ブロッコリー・梅干・焼鯖・
佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・肉豆腐・大
根とがんもの煮物・煮豆・
納豆・たくあん・牛乳

昼

ご飯・さつま汁・焼魚・煮
豆・ミートボール・ブロッコ
リーと人参サラダ・揚げ椎
茸と大根の煮物

塩ラーメン・ミニ親子丼・
煮豆・うどの酢味噌和え・
カニカマ

ご飯・ポトフ・切干大根・
焼ほっけ・煮豆・たくあん・
昆布の佃煮・フルーツ

うどん汁・おにぎり・南瓜
の煮物・アスパラの塩煮・
いんげんの胡麻和え・カ
ニカマ・フルーツ

豚丼（キャベツ添）・味噌
汁・ゆで卵・芋もち・苺

ご飯・味噌汁・ニラともや
しと豚肉の炒め物・麻婆
茄子・焼鮭・煮豆・オレン
ジ

夕
ご飯・きしめん汁・酢豚・
南瓜煮・胡瓜の胡麻漬

あんかけ焼きそば・おに
ぎり・稲荷寿司・南瓜団
子・フルーツ

ご飯・味噌汁・おからハン
バーグ・白菜のお浸し・若
布の酢味噌和え・玉子豆
腐・煮豆

ご飯・味噌汁・中華風炒
め・かすべの煮魚・ハンペ
ンとえのきとめかと水菜
の酢の物・苺

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
水餃子・煮豆・つぼ鯛塩
焼

ご飯・すいとん汁・焼秋刀
魚・たまねぎ器の温野菜・
南瓜・トーフコロッケ

グループホームアウル ５ 月　献立表
アウルⅡ


