
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・ほっけ焼き
魚・炒め納豆・大根、タケ
ノコの煮物・白桃

炊き込みご飯・味噌汁・
ウィンナー・じゃが芋と天
カマの煮物・鮭焼き魚・煮
豆・スクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・エビシュウマ
イ・鶏つくね・チーズ入り
スクランブルエッグ・カニ
カマとほうれん草の和え
物

ご飯・味噌汁・エビコロッ
ケ・煮玉子・きのことほう
れん草バター炒め・タラの
味噌漬け焼き・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・鯖のみりん
焼き・小松菜の和え物・大
根、蕗の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ蒲焼き・トマト・ポテトサ
ラダさつま芋煮・茄子、
ピーマン炒め・ソーセージ

昼
カレーライス・フルーツポ
ンチ

鮭チラシ寿司・ソーメン
汁・マイタケ、ジュが芋の
炒め・鶏肉のチーズはさ
み揚げ

ご飯・すまし汁・コロッケ・
青梗菜と舞茸炒め・野菜
サラダ・スイカ

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・大根、里芋の煮物・
キャベツのｻﾗﾀﾞ・フルーツ

稲荷寿司・ソーメン汁・肉
団子フライ・ニラ焼き・野
菜サラダ

ご飯・味噌汁・エビフライ・
大学芋・茄子とピーマン
炒め・フルーツ

夕
ご飯・スープ・焼きそば・
大根の煮物・胡瓜の梅和
え

ご飯・味噌汁・ニラメンチ
カツ蒸野菜・天カマとかぶ
の煮物

ご飯・味噌汁・ロールキャ
ベツ・餃子・大根、天カマ
煮

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・胡瓜の酢の物・さ
さぎの炒め煮・バナナ

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・つみれ煮物・ブ
ルーベリー

ご飯・味噌汁・コロッケ・餃
子・ホイコーロー

7 8 9 10 11 12 13

朝
ご飯・味噌汁・玉子焼き・
切り干し大根・鶏つくね・
紅鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・大学
芋・ブロッコリーと豚肉の
炒め物・煮豆・ニラのチヂ
ミ・ホワイトアスパラ

生姜ご飯・味噌汁・豚ロー
スの味噌焼き・天カマと芋
の味噌煮・ほっけ焼き魚・
海老カツ・アスパラｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ蒲焼き・ホワイトアスパ
ラ・コロッケ・ニラ玉子と
じ・さつま芋煮

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ほうれん草ベーコン炒め・
ほっけ焼き魚・ミニハン
バーグ

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
蕗とささぎの煮物・ほうれ
ん草の和え物・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・煮豆・茄子、ピーマ
ンオイスター和え・紅鮭・
オクラ

昼
ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・山芋の和え物

ご飯・三平汁・鶏肉の紫
蘇巻きのチキチキバンバ
ン揚げ・ほうれん草とオ
ホーツクの和え物

ご飯・ブロッコリーのク
リーム煮・コロッケ・白菜
のミルフィーユ・大学芋・
牛乳寒

チキンカツ・ご飯・味噌
汁・冷奴・野菜サラダ・
ズッキーニのフライ・フ
ルーツ

カレーライス・スープ・ツナ
サラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・芋の肉巻き
フライ・ほうれん草のおか
か和え・ニラ焼き・スイカ

味噌おでん・うな重・焼き
鳥・焼きそば・プルコギカ
ルビ・チョコバナナ

夕

ご飯・スープ・カレー風味
のささみカツ・茄子と天ぷ
ら蒲鉾のみぞれ煮・胡瓜
ｻﾗﾀﾞ

親子丼・味噌汁・大根とが
んも煮物

ご飯・三平汁・ラムしゃ
ぶ・漬物・じゃこ佃煮・揚
げじゃが・つみれ汁

豚丼・ソース焼きそば・マ
カロニサラダ

三食丼・味噌汁・ブロッコ
リーとベーコンのケチャッ
プ炒め・胡瓜の酢の物

ご飯・味噌汁・チキンチー
ズフライ・カレーコロッケ・
ゆず生酢

ご飯・味噌汁・茄子のはさ
み揚げ・南瓜コロッケ・ス
イカ・和え物
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朝

ご飯・味噌汁・小松菜の
和え物・ピーマンと豚肉炒
め・白菜のあんかけ煮・
コーンバター

ご飯・味噌汁・牛乳・チーズ
入りスクランブルエッグ・アメ
リカンドッグ・煮豆・糠さんま
焼き魚・野菜と豚肉の炒め
物・ブルーベリーヨーグルト

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
里芋の煮物・胡瓜の漬
物・黄桃・納豆

ご飯・つみれ汁・ベーコ
ン、ニラ玉・ポテトサラダ・
肉団子のあんかけ・パン
ケーキ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・豚肉野菜
香味炒め・ほっけ焼き魚・
厚焼き玉子・紫蘇味噌・
玉子、ツナ、マカロニサラ
ダ

ご飯・味噌汁・牛乳・イワ
シとごぼうのつみれ・さつ
ま芋ｻﾗﾀﾞ・エビシュウマ
イ・玉子焼き・赤魚西京焼
き

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・紅鮭焼き魚・南瓜
煮・中華くらげｻﾗﾀﾞ・ウィ
ンナー炒め・巾着

昼

うどん・おむすび・白菜の
ミルフィーユ・クリームコ
ロッケ・かぶ酢の物・ブ
ルーベリーヨーグルト

ご飯・味噌汁・かぶの煮
物・青梗菜のベーコン炒
め・スパゲッティサラダ

ご飯・豚汁・キャベツの
シュウマイ・ほうれん草の
シーチキンサラダ・フルー
ツ

ご飯・ソーメン汁・エビフラ
イタルタルソース・長いも
の梅肉和え・豚肉とじゃが
芋炒め

ご飯・味噌汁・ハムフラ
イ・豆腐の入煮・ほうれん
草のなめ茸和え・ブルー
ベリー

冷やしラーメン・お稲荷さ
ん・大根、しそｻﾗﾀﾞ・ニラ
玉スープ・桃、みかん

ご飯・味噌汁・コロッケ・胡
瓜の酢の物・白菜のミル
フィーユ・フルーツ

夕
鯖チラシ・味噌汁・おか
ら・ラーメンサラダ

牛丼・味噌汁・ズッキーニ
の玉子とじ・長いもの梅肉
和え洋ナシ

ご飯・スープ・チキンの中
華あんかけ・大根と天カ
マの煮物・ちくわのかつお
節和え

ご飯・味噌汁・かに玉・
チーズハンバーグ・マカロ
ニサラダ

鯖チラシ・すまし汁・カニク
リームコロッケ・オクラとな
めこの長いも和え

海老カレー・煮豆・フルー
ツポンチ

ご飯・味噌汁・ｻﾗﾀﾞスパ・
麻婆豆腐・ブルーベリバ
ナナパフェ
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朝

ご飯・味噌汁・芋もち・煮
豆オムレツ・タコの子、ご
ぼう炒め・ベーコンと玉葱
のケチャップ炒め

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
目玉焼き・海老入り春巻
き・南瓜煮

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まの胡麻みりん焼き・とり
つくね・もやしのお好み焼
き風・キャベツとひじきの
煮物・エビシュウマイ・ミ
ルクプリン

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・オムレツ・オク
ラ長いも和え・ベーコン炒
め・プリン

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏大
根・ポテトサラダ・白身魚
のあんかけ・キウイ

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
大根の煮物・シーチキン
サラダ・納豆

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖み
りん焼き・がんもおろし
煮・おから・だし巻き卵・メ
ロン

昼
ご飯・かき揚げうどん・豚
肉と茄子とピーマン味噌
炒め・野菜サラダ・メロン

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・春雨酢の物・フルー
チェ

ご飯・キャベツのメンチカ
ツ・ソーセージのケチャッ
プ和えインゲンのゆでマ
ヨネーズかけ・鶏麺

ご飯・かき揚げうどん・鮭
フライ・ほうれん草のなめ
茸和え

海老ピラフ・オニオンスー
プ青椒肉絲・芋団子・フ
ルーツ

うな重・味噌汁
ご飯・味噌汁・ピーマンの
肉詰め・キャベツ炒め玉
子とじトマト・フルーツ

夕
豚丼・タラフライ・ポパイ
サラダ

ご飯・味噌汁・鶏肉の味
噌焼き・蕗の煮物・玉子
豆腐

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・ササギ豆、芋煮・胡瓜
の酢の物・ミルクプリン

ご飯・スープ・ハンバー
グ・大根と揚げ豆腐の煮
物・冷奴なめ茸かけ

親子丼・味噌汁・オクラと
長いもの和え物・胡瓜の
酢の物・ほうれん草と
ベーコンの炒め物

キーマカレー・スープ・大
根と揚げ豆腐のあんかけ
煮・ブルーベリー、バナナ
のはちみつかけ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・エビフライ・アスパラ
ベーコン
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朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
白身蒲焼き風・エビシュウ
マイ・味付け肉

ご飯・味噌汁・牛乳・肉団
子胡瓜の塩漬け・バナナ
とブルーベリーのはちみ
つかけ煮豆

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
野菜炒め・心太・茶碗蒸し

ご飯・味噌汁・牛乳・ミニ
オムレツ・銀鱈の西京焼
き・カニクリームコロッケ・
ソーセージワッフル・オレ
ンジヨーグルト

昼

ご飯・味噌汁・たらの甘酢
あんかけ・大学芋・フルー
ツ・ほうれん草のおかか
和え

ご飯・味噌汁・唐揚げ・芋
団子・胡瓜の酢の物・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・キャベツと
豚肉のチーズ蒸・インゲ
ンとごぼうの煮物・ポテト
サラダ・胡瓜としば漬けの
煮物

きつね寿司・うどんｻﾗﾀﾞ・
胡瓜の酢の物・ほうれん
草のなめ茸和え・スイカ

夕

ご飯・スープ・豆腐の野菜
あんかけバーグ・マカロニ
サラダ・ポテトフライカ
レー風味

おにぎり・冷とろろうどん・
きのこバターソテー・かぶ
の梅肉和え

ご飯・冷麦・かき揚げ・長
いもの和え物・冷トマト

ご飯・味噌汁・大根、肉は
さみ煮・餃子・あげ芋・胡
瓜とツナサラダ

グループホームアウル ７ 月　献立表
アウルⅡ


