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31 1 2

朝

生姜ご飯・味噌汁・牛乳・
チーズ入りスクランブル
エッグ・人参と天カマの炒
め物・鶏肉の竜田焼き・
煮豆・昆布の佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・鮭焼き魚・天カマの
和え物・ハムカツ

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・天カマ炒め・野
菜炒め・さつま芋煮・スク
ランブルエッグ

昼
三食丼・豚汁・春雨サラ
ダ・みかんと桃・たくあん

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・人参クラッセ・芋・
春雨サラダ・みかん缶

三食ライス・味噌汁・天ぷ
ら(海老、ピーマン、かき
揚げ)・マカロニサラダ・た
くあん

夕
海老天丼・味噌汁・白菜
のお浸し・黒豆・インゲン
のサラダ

鯖寿司・味噌汁・竹の子
天ぷら・煮物・ポテトサラ
ダ(野菜付き)・胡瓜の酢
の物・揚げ出し豆腐

ご飯・味噌汁・ナメタカレ
イ・ホイコーロー・芋、天カ
マ、大根の煮物・ほうれん
草のお浸し
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・南瓜の煮物・銀カレ
イ・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・キャ
ベツと天カマの炒め物・
ハム炒め・ブロッコリー・
鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・シー
チキン玉子焼き・インゲン
と芋の煮物・鶏

ご飯・味噌汁・牛乳・サバ
焼き・玉子・茄子と肉の炒
め物・ほうれん草のベー
コン巻き

ご飯・味噌汁・牛乳・里芋
の煮物・ポテトサラダ・梅
干・スイカ

ご飯・味噌汁・牛乳・コ
ロッケ漬物・豆・鯖・ほうれ
ん草と玉子の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・肉団子・ホッケ焼き
魚・小松菜、ベーコン炒
め・南瓜煮

昼
炒飯・味噌汁・天カマの炒
め物・コロッケ・マカロニ
サラダ

ご飯・味噌汁・ほうれん草
の胡麻和え・さつま芋と南
瓜の煮物・肉豆腐

お稲荷さん・醤油ラーメ
ン・春巻き・ニラのナム
ル・たくあん・トマト

ご飯・味噌汁・ピーマンの
肉詰め・大根、天カマ、椎
茸の煮物・胡瓜とみかん
の酢の物

ピクニック(手作り弁当、
海老フライ、イカフライ、
ウィンナー、玉子焼き他)

ご飯・味噌汁・ひき肉の茄
子炒め・鶏肉と胡瓜のバ
ンバンジー・蕗とちくわ
煮・スイカ

冷やしラーメン・お稲荷さ
ん・さつま芋サラダ・たくあ
ん・餃子・みかん

夕

混ぜご飯・味噌汁・カニカ
マ入り玉子焼き・ほうれん
草のお浸し・ウィンナー炒
め

海老丼・味噌汁・もやしの
ナムル・茄子の揚げびた
し

ご飯・味噌汁・タラのタル
タルソース・さつま芋の天
ぷら・ハンバーグ・春雨サ
ラダ・芋もち

ご飯・味噌汁・ささぎ、芋
の煮物・柔らか牛肉、野
菜添え

親子丼・味噌汁・トマト・黒
豆・漬物・チャーシュー・
キャベツのサラダ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
鶏肉の甘辛揚げ・サンマ
竜田揚げ

ご飯・味噌汁・海老フラ
イ・もやしと挽肉炒め・い
ももち
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・魚・
シュウマイ・ほうれん草巻
き・ソーセージ・玉子焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・芋と天カマの味噌煮・
カニカマ・紫蘇味噌・鶏肉
の竜田焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・紅
鮭・出し巻き玉子・舞茸天
ぷら炒めミートボール・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・蕗と天カマ煮・
目玉焼き・ほうれん草の
お浸し・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・魚・
スクランブルエッグ・茄子
とピーマンの炒め物・梅・
果物

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くねカニカマ・茄子の味噌
炒め・卵焼き・天カマ・とろ
ろ芋・メロン

ご飯・味噌汁・牛乳・大
根、さつま芋、天カマ煮・
キャベツ、豚肉炒め・ベー
コン・目玉焼き・煮豆

昼
ご飯・豚汁・ホッケ焼き
魚・春雨サラダ・小松菜と
塩昆布炒め・スイカ

炒飯・玉子スープ・コロッ
ケ・トマト・ゆで卵・ブロッ
コリー

夏野菜カレー・ポパイサラ
ダ・ゆで卵・トマト・フルー
ツポンチ

醤油ラーメン・おにぎり・
みそ漬け大根・南瓜サラ
ダ

ご飯・味噌汁・茄子と豚肉
炒め・ポテトサラダ・大根
煮・フルーチェ

ご飯・味噌汁・酢豚・肉団
子・ホッケ焼き・大根おろ
し・ほうれん草、白菜のお
浸し

ハッシュドビーフ・春雨
スープハッシュドポテト・レ
タスサラダ・黄桃、白桃の
ゼリー和えニラのナムル

夕

生姜ご飯・味噌汁・人参と
ピーマンの炒め煮・魚岸
あげの生姜煮・南瓜団
子・焼き魚

おはぎ・ささぎ煮・ソーメン
汁・豚汁・メロン

ご飯・味噌汁・煮玉子・餃
子・八宝菜

ご飯・味噌汁・コロッケ・天
カマの炒め物・サラダ・ほ
うれん草の和え物

親子丼・味噌汁・南瓜団
子・ラーメンサラダ

海老丼・豚汁・トマト・煮
豆・南瓜団子

ご飯・味噌汁・フキと天カ
マ煮ハンバーグ・野菜炒
め・レタス、かまぼこサラ
ダ
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朝
ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・豚肉、野菜炒め・
南瓜煮サバの塩焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・コ
ロッケ・ポテトサラダ・紫蘇
味噌・サンマ缶・みかん、
バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・紅鮭焼き魚・おから・
人参と天カマの炒め煮・
キウイフルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・魚・
ベーコン・卵焼き・茄子と
肉の炒め物・おから

ご飯・味噌汁・牛乳・だし
巻き卵・ほうれん草のお
浸し・カレーコロッケ・南瓜
煮・シュウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・じゃ
が芋の煮物・紫蘇味噌・
牛肉、大根煮・ｽﾞｯｷｰﾆ、
胡瓜の炒め物・ウィン
ナー・コロッケ・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・魚・
卵焼き・小松菜とベーコン
炒め

昼
ミートボールカレー・卵
スープポテトサラダ・フ
ルーツポンチ

炒飯・きのこのスープ・ザ
ンギトマト・南瓜の甘煮・
ニラのお浸し・きんぴらご
ぼう

ご飯・けんちん汁・お好み
焼き風・海老、すり身、
ズッキーニ煮・みかんゼ
リー

ご飯・味噌汁・天ぷら(タ
ラ、かき揚、芋）・南瓜、マ
カロニサラダ・きゅりとみ
かんの酢の物

混ぜご飯・味噌汁・トマト・
ニンジン、油揚げのゴマ
油炒めコールスロー・三
食おしるこ

ラーメン・お芋と天カマ
煮・おにぎり・フルーツポ
ンチ

うなぎ弁当・おにぎり・焼
き鳥焼きそば・焼きいも・
ソーメン汁・おでん・フラン
クフルト・チョコバナナ

夕

ご飯・そうめん汁・大根、
鶏肉椎茸、天カマの煮
物・カニカマ・スパゲティ・
ほうれん草のお浸し

ご飯・味噌汁・エビフライ
(タルタルソース添え)・鶏
肉とズッキーニの炒め物・
水菜とツナのサラダ

ご飯・味噌汁・かすべのフ
ライ・キャベツ炒め・春雨
サラダ

ご飯・味噌汁・めぬきの焼
き魚・小松菜と揚げの煮
びたしホイコーロー・胡瓜
とクラゲサラダ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・紫蘇味噌・大根、天カ
マの煮物ゆで卵・ニンジ
ン、きぬさや、トマトのサ
ラダ

ご飯・味噌汁・かすべの
から揚げ・豚肉の生姜焼
き・豆腐のあんかけ・クラ
ゲのサラダ

ご飯・味噌汁・南瓜のク
リームコロッケ・さつま串・
ポテトサラダ・トマト・白菜
のお浸し
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・ソーセージ・茄
子とピーマンの炒め物・カ
ニカマ入り卵焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・ササ
ギ豆と芋の煮物・サンマ、
天カマ炒め・サラダ・トマ
ト・卵焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・おから・鶏ひき肉と
ズッキーニの炒め物・煮
豆・ソーセージの卵とじ

ご飯・味噌汁・牛乳・天カ
マ・目玉焼き・玉葱、茄
子、キノコの味噌炒め・カ
ニカマ・紫蘇味噌・漬物

ご飯・味噌汁・牛乳・紅
鮭・目玉焼き・ほうれん草
のお浸し・牛ソフト焼肉・
佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
き・ソーセージ・ホッケ・ポ
テトサラダ・茄子とひこ肉
の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
みりん焼き・ソーセージ・
茄子とピーマン、人参炒
め・スクランブルエッグ・ニ
ラの玉子とじ

昼

ご飯・野菜沢山コンソメ
スープ・トマトナポリタンと
鮭フライ・厚揚げとインゲ
ン煮・すいか

そば・ミニ天丼・漬物・煮
豆・ほうれん草のお浸し・
トマト

炒飯・白菜のクリーム煮・
カスベの煮つけ・味噌汁・
バナナ

親子丼・コンソメスープ・
ラーメンサラダ・ひき肉と
芋の煮物・トロピカルフ
ルーツ

ご飯・味噌汁・さつま芋の
サラダ・ｽﾞｯｷｰﾆの炒め
物・エビフライ・レタス、ト
マト

ご飯・ミートボールのシ
チュー卵とほうれん草炒
め・胡瓜の酢の物・トマト
の砂糖かけ

お稲荷さん・ソーメン(海
老、野菜のかき揚)・竹の
子と天カマ煮・スイカ

夕
夏カレー・ポテトサラダ・
心太ハム・バナナ・みか
ん

おにぎり・冷やしラーメン・
ポテトサラダ・ニラの卵と
じ

オムライス・味噌汁・みそ
おでん・煮豆

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・ホイコーロ・椎茸の卵
とじ・おふくろ煮

ご飯・ソーメン・芋団子・鶏
肉のフライ・カニクリーム
コロッケ

玉子海苔巻き・稲荷寿
司・冷やしラーメン・カブ
の煮物・フルーツ

サンマのかば焼き丼・味
噌汁・もやしのサラダ・冷
ややっこ・冷トマト

グループホームアウル ７ 月　献立表
アウルⅡ


