
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝

ご飯・味噌汁・大根とがん
も煮物・ポテトサラダ・スク
ランブルエッグ・紫蘇巻
き・ヨーグルト

ご飯・味噌汁・鯖みりん漬
け茄子のピリ辛炒め・玉
子焼き・煮豆・生酢

ご飯・味噌汁・糠さんま焼
き魚・ベーコンとアスパラ
炒め胡瓜とトマトのｻﾗﾀﾞ
パスタ・カニクリームコ
ロッケ

昼

ご飯・味噌汁・大学芋・芋
とささぎの煮物・長いも、
胡瓜の梅おかか和え・パ
インヨーグルト和え

かき揚げ冷うどん・スイ
カ・ご飯・大根と鶏肉の煮
物

ご飯・味噌汁・親子丼・ト
マト胡瓜と中華くらげのｻ
ﾗﾀﾞ・茄子の煮びたし

夕
ご飯・味噌汁・鶏チリ・南
瓜団子とがんもの煮物・
三食生酢

親子丼・味噌汁・茄子とト
マトのチーズ煮・胡瓜の
漬物・バナナ、ブルーベ
リージャム和え

ご飯・味噌汁・餃子・天津
飯人参きんぴら・ササギ、
人参の煮物
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朝

ご飯・味噌汁・ササギと
じゃが芋の煮物・挽肉入
り玉子焼き・胡瓜とピリ辛
漬け・ババロア

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
みかん・ハムポテトサラ
ダ・豆腐つくねのあんか
け煮・いわし焼き魚

ご飯・味噌汁・鯖の竜田
揚げ・ささぎの煮物・玉子
焼き

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・大根の煮物・茄子の
炒め物・スイカ

ご飯・味噌汁・白身魚の
甘酢あんかけ・ポテトサラ
ダ・玉子焼き・揚げ出し豆
腐・ブルーベリーヨーグル
ト

ご飯・味噌汁・宗八焼き
魚・焼きウィンナー・ゆで
卵・胡瓜とカニカマの和え
物

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚ズッキーニの炒め物・
オニオンｻﾗﾀﾞ

昼
稲荷寿司・カニすり身の
お吸い物・かぶとひじきの
煮物・豚しゃぶ

おにぎり・味噌汁・ミートス
パゲッティ・南瓜の煮物・
エビとエリンギのオイス
ター炒め

焼きそば・稲荷寿司・マカ
ロニサラダ・玉子焼き・コ
ンソメスープ・生酢・フ
ルーツポンチ

おにぎり・うどん汁・ポテト
サラダ・大根、人参、鶏肉
の煮物

ご飯・味噌汁・鶏肉と茄子
の甘酢炒め・胡瓜とトマト
のｻﾗﾀﾞ・大根と人参、が
んもの煮物

ご飯・味噌汁・カレーコ
ロッケ・胡瓜の酢の物・茄
子の味噌炒め・スイカ

ご飯・味噌汁・鶏肉の野
菜天ぷら・コールスロー・
南瓜がんもの煮物

夕
ご飯・味噌汁・揚げと蕗の
煮物・ハンバーグ・オムレ
ツ・枝豆の白玉団子

カレーライス・エビフライ・
ほうれん草の胡麻和え・
みかんゼリー

ご飯・味噌汁・もやしと豚
肉の炒め物・大根の和え
物・南瓜の煮物・フルー
チェ

オムライス・スープ・フライ
ドポテト・がんもの煮物

メンチカツ丼・味噌汁・ほ
うれん草とウィンナーとカ
ニカマ炒め・生酢・フルー
チェ

ちらし寿司・味噌汁・煮し
めほうれん草の和え物・
洋ナシ

ご飯・味噌汁・さんまの南
蛮漬け・人参きんぴら・き
のこ卵とじ
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朝
ご飯・味噌汁・じゃが芋の
煮物・煮豆・長いもの梅肉
和え

雑炊・味噌汁・銀カレイの
焼き魚・南瓜煮・漬物・お
から

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ポテトサラダ・ウィンナー・
枝豆ナゲット・蕗と天ぷら
の煮物

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・八宝菜・大学
芋・里芋と天カマ煮

トウモロコシご飯・味噌
汁・だし巻き卵・ピーマン
の佃煮・茄子のはさみ揚
げ・大根おろし

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・鶏肉のトマト煮・生酢・
ブルーベリーヨーグルトホ
イップ

ご飯・味噌汁・大根、天カ
マの煮物・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・
玉子焼き・プリン

昼
五目釜飯・豚汁・野菜サ
ラダ・玉子豆腐・みかん、
桃

おにぎり・焼きそば・茄子
と挽肉のケチャップ炒め・
味噌汁・ゼリー

ご飯・味噌汁・プリプリ餃
子揚げ出し五目豆腐・胡
瓜と人参の漬物・みかん・
アメリカンドッグ

ご飯・味噌汁・野菜の肉
巻き・ほうれん草の白和
え・コーンとベーコンのお
やき・フルーツ

天ぷらソーメン・お稲荷さ
んほうれん草シーチキン
和えｻﾗﾀﾞ・フルーチェ・フ
ルーツ

ご飯・ポトフ・大根、肉巻
き・ひじき、ささげの煮物・
桃

塩ラーメン・おにぎり・蕗、
天カマ、タケノコの煮物・
フルーチェ

夕

ご飯・味噌汁・あんかけ野
菜・カニシュウマイ・エビ
春巻き・胡瓜、トマトささみ
中華和え

ご飯・味噌汁・鮭フライ・ニ
ラ玉・トマト・ハンバーグ

天津飯・スープ・ナゲット・
南瓜煮・いちごフルーチェ

親子丼・味噌汁・さんまの
味噌煮・煮豆・白菜と小松
菜の和え

カレーライス・味噌汁・ほ
うれん草の白和え・煮豆・
桃とバナナ

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケシュウマイ・胡瓜のｻﾗ
ﾀﾞ

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンの油炒め・長いもの
梅おかか和え・白玉ヨー
グルト和え
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朝
ご飯・味噌汁・煮物・シュ
ウマイ・芋もち・黒豆

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
芋の煮っころがし・温玉納
豆

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
人参きんぴら・茄子と挽
肉炒め物・南瓜コロッケ・
黒糖ゼリー

ご飯・味噌汁・揚げパンカ
マ焼き鯖・ミニハンバー
グ・ほうれん草の白和え

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・玉子焼き・ポテトサラ
ダ・シュウマイ・煮豆

ご飯・味噌汁・煮物・煮
豆・胡瓜の和え物・目玉
焼き

ご飯・味噌汁・さんまカ
レー風味蒲焼き・ピーマン
塩昆布和え・温玉納豆

昼
カレーライス・コンソメスー
プ・春雨サラダ・フルーツ
牛乳・ババロア

ご飯・味噌汁・豚ジンギス
カン・南瓜煮・スイカ

冷やしラーメン・おにぎり・
ポパイサラダ・スイカ

ご飯・味噌汁・かぼちゃの
煮物・胡瓜とレタスのｻﾗ
ﾀﾞ・ささみのブロッコリー
ソースの天ぷら

鶏玉うどん・稲荷寿司・タ
ケノコときくらげのラー油
和え・小松菜の胡麻和え

カレーライス・ワカメスー
プ・ナポリタン・白菜とゆ
で卵のｻﾗﾀﾞ・フルーチェ

冷そば・エビと野菜のか
き揚げ・ほうれん草とハム
のｻﾗﾀﾞ・おにぎり・フルー
チェ

夕

ピラフ・スープパスタ・南
瓜コロッケ・キャベツ、胡
瓜、トマトサラダ・フルー
チェ

中華丼・味噌汁・フルー
チェ大根、天カマ煮

メンチカツ丼・味噌汁・胡
瓜と人参の酢の物・たくあ
ん・みかんと桃

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ゆで卵・レタスｻﾗﾀﾞ・
茄子とピーマン炒め・トマ
ト

二色丼・味噌汁・パンカ
マ・ほうれん草のベーコン
炒め白玉フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
シュウマイ・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ニラの玉子とじ・チキンカ
ツ・みかん・バナナ
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朝

ご飯・味噌汁・鯖のみりん
干し・里芋と天カマの煮
物・むね肉の甘辛煮・トマ
ト・ほうれん草と玉子のバ
ター炒め

ご飯・味噌汁・鮭のちゃん
ちゃん焼き・鶏肉のトマト
煮南瓜コロッケ・胡瓜と納
豆の梅肉和え

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
蕗とタケノコの煮物・鯖焼
き魚ハッシュドポテト・ブ
ルーベリーミックスヨーグ
ルト

おにぎり・味噌汁・大根の
煮物・じゃが芋の大学芋
風・長いもの梅おかか和
え・煮豆

炊き込みご飯・味噌汁・南
瓜のそぼろ煮・大根と胡
瓜の酢の物・肉団子・厚
焼き玉子

ご飯・味噌汁・大根と天カ
マの煮物・じゃが芋のバ
ター炒め・スクランブル
エッグ・サンマ蒲焼き・煮
豆

ご飯・にゅう麺・ほっけ、
赤魚の焼き魚・茄子の味
噌炒め・煮豆

昼
ご飯・味噌汁・回鍋肉・春
雨サラダ・なめ茸と納豆
の和え物

ご飯・味噌汁・大学芋・デ
ミグラスハンバーグ・ほう
れん草のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・大根おろし
なめ茸和え・南瓜の醤油
煮・とり天・冷麦

稲荷寿司・うどん・白菜の
梅肉和え・黄桃

味噌ラーメン・おにぎり・
蕗とタケノコの煮物・白
桃、バナナ和え

ご飯・玉葱スープ・鳥から
揚げのケチャップ炒め・
ジャーマンポテト・胡瓜と
ハムのマヨ和え・キウイ、
パイン

三食丼・味噌汁・じゃが芋
と人参、玉葱の煮物・茄
子とピーマンのケチャップ
炒め・胡瓜の漬物

夕
他人丼・味噌汁・かぼちゃ
のいとこ煮・胡瓜、人参の
酢の物・フルーチェ

二色丼・味噌汁・ポテトグ
ラタン・大根の煮物

ご飯・味噌汁・南瓜の塩
煮・茄子の肉巻き・トマト
の中華和え

親子丼・味噌汁・トマトの
バターソテー・南瓜ｻﾗﾀﾞ・
黒豆

ご飯・スープ煮込みハン
バーグ・ポテトサラダ・トマ
トキウイ

ハヤシライス・玉子スー
プ・胡瓜とツナサラダ・ハ
ムポテトフライ

ご飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め・もやし、豚肉たま
ごあんかけ・ポテトサラダ

グループホームアウル ８ 月　献立表
アウルⅠ


