
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・かぼちゃの
そぼろあんかけ・胡瓜の
漬物・水戸納豆

ご飯･味噌汁・さんまの蒲
焼スクランブルエッグ・煮
豆・紫蘇味噌・トマト

ご飯･味噌汁・桜えびと白
菜の和え物・キャベツと豚
肉の炒め物・煮豆

ご飯･味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ウィンナー・鯖
の味噌煮

昼
味噌ラーメン・鮭ワカメお
にぎり・マカロニサラダ

カレーライス・玉子スー
プ・ほうれん草サラダ・み
かん、洋梨

ご飯･ニラ玉スープ・エビ
フライ(トマト添え)・ラーメ
ンサラダ・みかん、黄桃

冷麦・おにぎり

夕
ご飯･味噌汁･肉団子の甘
酢掛け・ほうれん草の胡
麻和え茄子の浅漬け

五目ご飯・味噌汁・肉じゃ
が・コロッケ・胡瓜の漬物

ご飯･味噌汁･カブ煮・水
菜サラダ・餃子

ご飯･味噌汁･豚肉の生姜
焼き・ポテトサラダ・ほう
れん草のお浸し

5 6 7 8 9 10 11

朝

ご飯･味噌汁・大根と鶏肉
ひき肉の煮物・ほうれん
草とベーコンのバター炒
め・煮豆

ご飯･味噌汁・目玉焼き・
鮭焼魚・かぼちゃ煮

ご飯･味噌汁･ホッケ焼
魚･かぼちゃ煮・ほうれん
草のお浸し

ご飯･味噌汁･鮭焼魚・白
菜のお浸し・天カマの炒
め物

ご飯･味噌汁･スクランブ
ルエッグ･ほうれん草と
ベーコンの炒め物･紫蘇
巻き味噌・煮豆

ご飯･味噌汁･豚肉としめ
じの炒め物・ウィンナー・
カボチャサラダ

ご飯･味噌汁・スクランブ
エッグ・かぼちゃ煮・厚揚
げ、なると煮

昼
カレーライス・味噌汁・胡
瓜のサラダ・フルーツ

親子丼・里芋の煮物・キノ
コスープ・さくらんぼ、桃

ご飯･ニラ玉スープ・トマト
の煮込むハンバーグ・
コールスローサラダ・みか
ん、パイナップル

カレーうどん・梅紫蘇おに
ぎり・梨、みかん

お稲荷さん・味噌汁･胡瓜
の漬物・春巻き・サラダ・
みかん

ご飯・きのこすり身汁・豚
冷しゃぶ・ささげの胡麻和
え・たくあん

ミートスパゲッテイ・玉葱
としめじのスープ・大根サ
ラダ・洋梨、みかん

夕
三色丼・味噌汁・ささみサ
ラダ

ご飯･味噌汁･ジンギスカ
ン･カブ煮･オニオンサラ
ダ

ご飯・冷しそうめん・ヒレカ
ツ･ほうれん草の白和え

ご飯･味噌汁・鶏の唐揚
げ・レタスと胡瓜のサラ
ダ・大根と天カマの煮物

中華丼・味噌汁・中華サ
ラダ

ご飯･味噌汁・ホッケ焼
魚・ポテトサラダ・黒豆・竹
の子煮

お寿司(回転寿司)
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朝
ご飯･味噌汁･サンマ焼
魚・ソーセージ、ﾋﾟｰﾏﾝの
炒め物たくあん

三色丼･味噌汁･塩鯖焼・
かぼちゃ煮・煮豆・たくあ
ん

ご飯・味噌汁・大根と豚肉
の煮物・ほうれん草の胡
麻和え煮豆

ご飯・味噌汁・赤魚焼・煮
豆天カマと里芋の煮物

ご飯･味噌汁･肉野菜炒
め・かぼちゃのそぼろ煮・
たくあん

ご飯・味噌汁・かすべ焼・
野菜炒め・ほうれん草の
お浸し

ご飯･味噌汁・納豆・ウィ
ンナー焼・煮〆・漬物

昼
そうめん・混ぜご飯・カ
レーコロッケ(トマト、ブ
ロッコリー添え)

ご飯・味噌汁・白菜のお
浸し挽肉とキノコの炒め
物・バナナ

エビかき揚げ丼・冷麦・お
稲荷さん・みかんと黄桃

ご飯･味噌汁・じゃが芋の
塩煮・鶏の唐揚げ・胡瓜
の漬物

カレーうどん・大学芋・大
根、人参の生酢・キウイフ
ルーツ

ご飯・水菜のスープ・鶏肉
の照焼き・ニラとベーコン
の炒め物

ご飯･味噌汁・ニラ玉と豚
肉炒め・水菜とツナのサ
ラダ・フルーチェ

夕
ご飯･味噌汁・竹の子煮・
オニオンサラダ・野菜炒
め

親子丼・味噌汁・コールス
ローサラダ・たくあん

ご飯･味噌汁・ﾋﾟｰﾏﾝの肉
詰・じゃが芋、人参のきん
ぴら・ほうれん草の胡麻
和え

栗ご飯・味噌汁・タラのム
ニエル・肉じゃが・ﾋﾟｰﾏﾝ
のお浸し

牛丼・味噌汁・ほうれん草
の胡麻和え・煮豆

親子丼・味噌汁・ほうれん
草のガーリックベーコンサ
ラダ・たくあん

ご飯･味噌汁・大根と手羽
先の煮物・パプリカ、ほう
れん草、ベーコンのバ
ター炒め・白菜の漬物
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朝
ご飯･味噌汁･かぼちゃ
煮・スクランブルエッグ・
生揚げ、ツナ炒め

五目ご飯･味噌汁・チンゲ
ン菜と鶏肉の中華炒め・
かぼちゃの煮物・茄子の
漬物

ご飯・味噌汁・とろろ・ほう
れん草煮・フキ煮

ご飯･味噌汁・スクランブ
ルエッグ・たくあん・餃子

ご飯・味噌汁・ソーセー
ジ、ﾋﾟｰﾏﾝの炒め物・ブ
ロッコリーとゆで玉子のサ
ラダ・大根、人参の煮物

ご飯･味噌汁・野菜炒め・
かぼちゃ煮・漬物

ご飯･味噌汁・天下カマ、
ほうれん草の炒め物・ハ
ム入りスクランブルエッ
グ・かぼちゃ煮

昼
とろろそば・挽肉と野菜あ
んかけ・ポテトサラダ・メロ
ン

豚丼・味噌汁・胡瓜とハム
の和え物・煮豆・たくあ
ん・みかん、黄桃

ご飯･味噌汁・大根、挽肉
煮・ささぎ、天カマ炒め・メ
ロン

冷し中華・おにぎり・煮豆
松茸ご飯・そうめん汁・肉
巻きﾎﾟﾃﾄ・大根のドレシン
グ和え

ご飯･ニラ玉スープ･オム
ソバブロッコリー、ハム､ﾄ
ﾏﾄのサラダ・ささげと天カ
マの煮物

カレーﾗｲｽ・コンソメスー
プ・水菜のサラダ・白桃、
黄桃

夕

チキンカレー・もやしと
ベーコンのスープ・レタス
ト胡瓜のサラダ・パイナッ
プル

ご飯･味噌汁・焼魚・かぼ
ちゃ煮

ご飯･味噌汁・パスタ・ほう
れん草の炒め物・生姜焼
き

ご飯･味噌汁・ハンバー
グ・フライドポテト・バター
コーン・パイナップル

ご飯･味噌汁･稲荷そば・
冷しゃぶ

ご飯･味噌汁・から揚げ・
きのこソテー・冷トマト

焼そば・そうめん・豚串・
鶏串つくね・おでん(大
根、玉子、天カマ)・チョコ
ﾊﾞﾅﾅ・すいか・稲荷寿司・
うな重
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朝
ご飯･味噌汁・大根と豚肉
の煮物・白菜の梅肉和
え・スクランブルエッグ

ご飯･味噌汁・ホッケ焼
魚・ウィンナー焼・煮物・
漬物

ご飯･味噌汁･ミートボー
ル･漬物・かぼちゃ煮・野
菜炒め

ご飯･味噌汁･茄子、ﾋﾟｰﾏ
ﾝ味噌炒め・煮豆・たくあ
ん・ほうれん草のなめ茸
和え

ご飯･味噌汁･舞茸、キャ
ベツの炒め物・漬物

ご飯･味噌汁・竹の子煮・
しめじ、ベーコン焼・煮豆・
たくあん

昼
ご飯･味噌汁・野菜炒め・
ハムカツ・サラダ・フルー
ツ

イカとえびのかき揚げと
冷麦・胡瓜とオホーツクの
酢の物・大学芋・お稲荷さ
ん

ご飯･味噌汁・ｻﾗﾀﾞ（キャ
ベツトマト)・から揚げ

ご飯･味噌汁・アジフライ
(レタス、トマト添え）・春雨
の中華風和え物・うの花

豚丼・味噌汁・ポテトサラ
ダ・べったら漬け・白桃と
みかん

ご飯・味噌汁・冷しゃぶｻﾗ
ﾀﾞ・ホッケ焼魚・いんげん
の胡麻和え

夕
ご飯･ポトフ・おろしハン
バーグ・マカロニサラダ・
すいか

ご飯･味噌汁・トマトサラ
ダ・冷奴・ジャーマンﾎﾟﾃﾄ

ご飯･味噌汁･豚肉、玉葱
の胡麻炒め・天カマ、ふき
炒め焼そば

カレーライス・味噌汁・八
朔

ご飯･味噌汁・蕗煮・野菜
炒め・ワカメｻﾗﾀﾞ

三色丼・味噌汁・ほうれん
草のトビッコ和え・大根と
天カマ煮物

グループホームアウル  ７ 月　献立表
アウルⅠ


