
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・牛乳・豚
肉、ネギの炒め物・ちく
わ、天カマ味噌煮・トマト・
ほうれん草のハム炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・アメリ
カンドッグ・豚肉と野菜の
炒め物・ひじき煮・紅鮭焼
き魚・和風スクランブル
エッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
水煮・炒り卵・切り干し大
根・きのこのチーズ焼き・
豚肉と茄子炒め

ご飯・味噌汁・切り干し大
根ミートボール野菜あん
かけ・かぶ、人参煮・紅鮭
焼き魚・ひじき煮・シュウ
マイ

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・豚肉味付け煮・ほっ
け焼き魚・ホワイトアスパ
ラ

ご飯・味噌汁・牛乳・天カ
マの甘酢炒め・ミートボー
ル・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・ぶり焼
きチキン・トマト

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・南瓜煮・切り干し昆布
と天カマ煮・チキンカツの
トマトソースかけ

昼
ご飯・すまし汁・ネギ焼き・
里芋のあんかけ・野菜サ
ラダ

うどん・お稲荷さん・長い
もの豚肉巻き・フルーツ

ご飯・スープ・筑前煮・野
菜炒め・スパゲティ

ご飯・味噌汁・ロールキャ
ベツ・もやしの卵とじ・ほう
れん草の胡麻和え・ハム
カツ・フルーチェ

三食丼・味噌汁・天ぷら・
野菜サラダ

ラーメン・おむすび・ニラ
焼きフルーツ

おむすび・スープ・スパ
ゲッティ・野菜炒め・ゼ
リー

夕
オムライス・味噌汁・天カ
マと大根の煮物・チーズ
ポテト

カレーライス・玉子スー
プ・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・フルー
ツ

玉子のり巻き・三平汁・カ
スべ煮・山芋煮・芋とささ
ぎの煮物・八朔

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ニラ玉・茄子の味噌
煮・煮豆

ご飯・味噌汁・大根の肉
巻き・茄子、ピーマン炒
め・胡瓜、カニカマなめ茸
和え

中華丼・味噌汁・白身魚、
豆腐のふわふわ焼き・ひ
じきの巾着煮

ご飯・味噌汁・餃子・カス
べのから揚げ・チキン野
菜サラダ・煮豆
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・茄子の味噌炒め・
切り干し大根・豚肉の生
姜焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
玉挽肉のピザ風・クリー
ムコロッケ・マッシュポテト

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・エビシュウマイ・天
カマと蕗の煮物・ハッシュ
ドポテトピーマンとウィン
ナーの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・うず
ら肉団子・鯖の味噌煮・
南瓜煮・豚肉の生姜焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・シュ
ウマイ・炒り卵・きのこと
野菜炒め・はんぺんの
チーズ焼き・バナナ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・紅鮭焼き魚・鶏団子
とピーマンの煮物・スゥ
イートﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・ウィン
ナー

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・茄子、ピーマンの
オイスター炒め・玉子焼
き・大根の煮物

昼
天ぷらうどん・稲荷寿司・
南瓜のいとこ煮・フルーツ

混ぜご飯・玉子とオホ
ツークのスープ・グラタン・
蕗とタケノコの煮物・イン
ゲンのマヨネーズ和え

ご飯・コンソメスープ・ほう
れん草の胡麻和え・フ
ルーツ

海老丼・ソーメン汁・マイ
タケ炒め・野菜サラダ・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・南瓜のいとこ煮・長
いもの豚肉巻き・フルーツ

かき揚げうどん・ほうれん
草の胡麻和え・稲荷寿司

ご飯・すまし汁・筑前煮・
豚肉と舞茸炒め・ニラ焼
き・フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・すき焼き・
白菜のカニカマ和え・フ
ルーツ盛り合わせ

鯖寿司・味噌汁・玉子豆
腐・天カマとキャベツの煮
物

ご飯・味噌汁・さんま生姜
焼き・ニラの卵とじ・おで
ん

ご飯・味噌汁・鶏ひき肉の
卵とじ・春雨サラダ・じゃ
が芋のチーズ焼き・フ
ルーチェ

海老丼・味噌汁・厚揚げ
のホウレン草あんかけ・も
やしサラダ

うなぎ・トマトの甘漬け・豚
汁胡瓜の酢の物・里芋天
カマ煮

チラシ寿司・味噌汁・芋団
子肉団子
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ソー
セージのケチャップ炒め・
里芋の梅和え・天カマ炒
め

ご飯・味噌汁・牛乳・じゃ
が芋入りスクランブルエッ
グ・ひじき煮・豚肉の生姜
焼き・紅鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブルエッ
グ・ほっけ焼き魚・芋団
子・豚肉の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・南瓜
煮・切り干し大根・茄子と
挽肉の炒め・鯖焼き魚・く
らげ野菜炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
塩焼き・玉子焼き・ウィン
ナー炒め・里芋、インゲン
の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
き魚・スクランブルエッグ・
豚肉炒め・ひじき煮・白菜
サラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・切り干し大根・鯖焼
き魚・肉味噌炒め

昼
ご飯・豆チャウダー・煮込
みハンバーグ・大根とイン
ゲンの煮物・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・肉豆腐・
ミックスベジタブルチーズ
焼き・さつま芋と南瓜サラ
ダ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・スパゲ
ティ・豚肉と舞茸炒め・南
瓜のいとこ煮

おむすび・味噌汁・お好
み焼き・野菜サラダ・フ
ルーツ

おむすび・味噌汁・うどん
焼き・エビフライ・野菜サ
ラダ・ハムフライ

ご飯・味噌汁・ささみカツ・
茄子と豚肉の炒め物・さ
つま芋ｻﾗﾀﾞ

焼きそば・味噌おでん・う
な重・豚串・チョコバナナ・
そうめん・スイカ・焼きいも

夕
カレーライス・玉子スー
プ・南瓜サラダ・フルーツ

生姜ご飯・冷麦・ポテトサ
ラダ・玉子豆腐

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ・餃子・回鍋肉

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・人参、天カマ炒
め・煮豆

ご飯・すき焼き・煮豆・ハ
ンバーグ・ソーメン

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
餃子・さんま生姜焼き

三食丼・味噌汁・スイカ・
大根と人参の酢の物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・肉じゃが・サンマ蒲
焼き・鶏肉の龍田焼・スイ
カ

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ風クリームコロッケ・
豚肉、茄子、ピーマンの
味噌炒め・大根、ツナ炒
め

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・ひじき煮・ほっけ焼
き魚・ミートボール・漬物

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖の
味噌煮・南瓜煮・アスパ
ラ・ハムとピーマンの炒め
物

ご飯・味噌汁・牛乳・炒り
卵きのこ炒め・紅鮭焼き
魚・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・挽肉野菜
あんかけ・南瓜煮・鯖焼き
魚・

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・焼き魚・ピーマン、
茄子の味噌炒め・生姜焼
き

昼
おむすび・スープ・煮込み
ハンバーグ・スパゲッ
ティ・フルーツ

ご飯・すまし汁・かき揚
げ・春雨サラダ・椎茸のバ
ター炒め

中華丼・ポトフ・冷奴・芋
の煮物・トマト・ママレード

稲荷寿司・すまし汁・うど
ん焼き・春雨サラダ・さつ
ま芋の豚肉巻き・フルー
ツ

海老カレー・すまし汁・ｻﾗ
ﾀﾞ・フルーツ

三食丼・ソーメン汁・ニラ
焼き・フルーツ

冷やしラーメン・おにぎり・
芝漬け・餃子・いとこ煮

夕
カレーライス・フルーツ入
りフルーチェ・スープ・か
まぼこ

親子丼・味噌汁・南瓜の
甘煮・ほうれん草の白和
え

ご飯・味噌汁・キャベツ
シュウマイ・マカロニサラ
ダ・タケノコと天カマとイン
ゲンの煮物

ご飯・そうめん・きのこと
鶏肉の卵とじ・カニカマｻﾗ
ﾀﾞ

うなぎ丼・味噌汁・里芋の
甘酢揚げ・漬物

ご飯・コンソメスープ・おろ
しハンバーグ・マカロニ、
トマト炒め・ほうれん草の
なめ茸和え・みかん、桃

海老丼・味噌汁・ひじきの
煮物・厚揚げとピーマン
の味噌煮

29 30 31

朝

ご飯・味噌汁・鶏ひき肉と
ズッキーニの炒め物・玉
子焼き・蕗の煮物・赤魚
西京焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・鮭焼き魚・豚肉炒
め・ポパイサラダ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・スクランブルエッグ・
大根と人参味噌炒め・玉
葱、豚肉炒め

昼
豚丼・味噌汁・野菜サラ
ダ・南瓜のこしあんかけ

鶏ごぼう・豚汁・茄子の田
楽チャーシュー・ナポリタ
ンスパゲッティ

生寿司・お吸い物

夕
ご飯・スープ・餃子・さつま
芋ｻﾗﾀﾞ・胡瓜とシーチキ
ン和え

三食丼・そうめん汁・鶏肉
の照り焼き・心太

親子丼・味噌汁・南瓜煮・
心太・フルーツ

グループホームアウル ７ 月　献立表
アウルⅡ


