
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・オムレツ・
鯖の味噌煮・玉子豆腐

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
南瓜煮・アスパラベーコ
ン・コロッケ・蒲鉾

栗ご飯・味噌汁・玉子焼
き・鶏つくね・タラの甘酢
あんかけ・ピーマンとツナ
の炒め物スイートポテト

ご飯・味噌汁・もっちりハ
ンバーグ・鯖のみぞれ煮・
白桃

昼
キーマカレー・マカロニサ
ラダ・サツマイモ甘煮・み
かんゼリー

カレーライス・味噌汁・ほ
うれん草のなめたけ和え

ご飯・味噌汁・エビチリ・
青椒肉絲・大根の煮物・
牛乳寒

ご飯・味噌汁・天ぷら・大
学芋・フルーチェ・大根の
酢の物

夕
牛丼・味噌汁・ほうれん草
の胡麻和え・麻婆豆腐

鯖チラシ・お吸い物・大根
と天カマの卵とじ・新玉ね
ぎサラダ

オムライス・味噌汁・春雨
サラダ

肉味噌ラーメン・卵スー
プ・玉ねぎの卵とじ・温奴
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朝

ご飯・味噌汁・チーズ入り
スクランブルエッグ・赤魚
のおろし煮・もやしの炒め
物・ささみチーズ・ミルクプ
リン・ほうれん草とツナの
和え物

ご飯・味噌汁・だし巻き
卵・芋とささぎの味噌煮・
味付けラム肉・カニシュウ
マイ

ご飯・味噌汁・栗南瓜コ
ロッケ・ボロニアソーセー
ジ・玉子豆腐

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・シソ味噌・大根、
里芋煮物・ソーセージ、
ピーマン炒め・トマト

栗ご飯・味噌汁・チーズ入
りスクランブルエッグ・ホッ
ケ焼き魚・ピーマンとハム
の炒め物・もやしと天カマ
の炒め物

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・アスパラベーコン卵と
じ・ミートボール・カレーコ
ロッケ

ご飯・味噌汁・ふわふわ
豆腐ステーキ・パストラミ
ロースサラダ・カニカマ入
り炒り卵

昼
ハンバーガー・卵スープ・
トマトの甘漬け・

ご飯・すまし汁・ハンバー
グ・タラの甘酢あんかけ・
大根と人参の酢の物・た
たき胡瓜

かき揚げうどん・稲荷寿
司・ほうれん草のおかか
和え・野菜サラダ

ご飯・すまし汁・青椒肉
絲・スパゲッティ・野菜サ
ラダ・たたき胡瓜

ご飯・味噌汁・青椒肉絲・
ハムと野菜の炒め物・ア
ラスカとエノキの酢の物

焼きそば・焼き鳥・ホッケ
焼き魚・卵スープ・トマト
の甘漬け

ご飯・味噌汁・エビフライ・
サツマイモのあんのせ・
ほうれん草とハムの卵炒
め・かぶの酢の物

夕
ご飯・味噌汁・餃子・エビ
チリ茶碗蒸し

ご飯・肉団子スープ・フ
キ、竹の子煮物・マカロニ
サラダ

ご飯・味噌汁・コロッケ・タ
ラの甘酢あんかけ・大学
芋

ご飯・肉みそラーメン・も
やしのお好み焼き・スー
プ

牛丼・麻婆豆腐・白菜とほ
うれん草のシーチキン和
え

ご飯・中華スープ・カニク
リームコロッケ・野菜炒
め・豆腐のり和え

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・玉子の甘酢あんかけ
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朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
コロッケ・エビシュウマイ・
フキと揚げ煮

ご飯・味噌汁・ミートポテトグ
ラタン・ささぎの天カマの煮
物・さんまの生姜焼き・茄子
焼き・和風スクランブルエッ
グ

ご飯・中華スープ・海老か
つ・塩サバ焼き・クリーム
コロッケ・フルーチェ

ご飯・味噌汁、玉子焼き・
鯖のおろし煮・揚げ芋、天
カマのもやし炒め物・ほう
れん草の和え物

ご飯・味噌汁・おろしハン
バーグ・フルーチェ・カニ
クリームコロッケ

ご飯・味噌汁・きんぴら豚
肉巻き・厚焼き玉子・イカ
焼き・鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・おかず稲
荷・豆腐ハンバーグ・アス
パラのマヨ炒め

昼
カレーライス・エビチリ・か
ぶの酢の物・フルーツ

ピラフ・塩ラーメン・天カマ
の煮物・胡瓜の酢の物・メ
ロン

ご飯・すまし汁・肉団子・
南瓜の煮物・とろろ・胡瓜
のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・野菜サラダ・南瓜のい
とこ煮・牛乳寒

かき揚げうどん・稲荷寿
司・かぶの酢の物・フルー
ツ・洋館

ご飯・味噌汁・春雨サラ
ダ・キャベツニラシュウマ
イ・ピーマン、茄子揚げ・
シソ味噌・トマト

ご飯・味噌汁・コロッケ・
ラーメンサラダ・ほうれん
草の白和え・フルーツ

夕
鮭チラシ・お吸い物・南瓜
団子

ご飯・味噌汁・豚味噌ス
テーキ・ほうれん草のお
浸し

おにぎり・肉みそラーメ
ン・サツマイモの煮物・卵
スープ

中華丼・味噌汁煮しめ・
ベーコン、長芋炒め・餃子

ご飯・味噌汁・餃子・豚
肉、白菜の酒蒸し・麻婆
豆腐4

ご飯・味噌汁・照り焼きチ
キン・天カマ、大根の煮
物・豆腐のなめたけ和え

エビ丼・味噌汁・白菜の和
え物・鶏ひき肉とズッキー
ニの味噌炒め
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朝

ご飯・味噌汁・和風スクラ
ンブルエッグ・グラタン・
ホッケ焼き魚・ささぎ、芋
の煮物・アスパラとハム
の炒め物

ご飯・味噌汁・鯖の焼き
魚・オムレツ・豚肉の生姜
焼き・コロッケ

栗ご飯・味噌汁・ミートオ
ムレツ・カニシュウマイ・
赤魚の粕漬け焼き・もっち
りイカ焼き・ほうれん草と
ツナの和え物

ご飯・味噌汁・カニクリー
ムコロッケ・ハンバーグ・
そーめん風豆腐

ご飯・味噌汁・和風スクラ
ンブルエッグ・銀鱈の西
京焼き天カマとキャベツ
の炒め煮・豚肉と野菜の
炒め物

ご飯・味噌汁・オムレツ・
鯖の味噌煮・シュウマイ・
茄子と小松菜の味噌炒め

ご飯・味噌汁・厚切りス
テーキ・アスパラベーコン
炒め・コーンクリームコ
ロッケ

昼
カレーライス・エビチリ・か
ぶの酢の物・フルーツえ
び団子・大学芋・フルーツ

中華丼・スープ・ズッキー
ニのチーズのせ・茄子と
いんげんの味噌炒め・胡
瓜の酢の物

鮭、のり弁当
ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・にら焼き・スパゲッティ
サラダフルーツ

ご飯・味噌汁・青椒肉絲・
シュウマイの煮物・鶏肉と
大根の煮物・野菜サラダ

カレーライス・肉団子・人
参、ピーマン玉子和え

ご飯・味噌汁・キャベツ
シュウマイ・麻婆茄子春
雨・芋団子

夕
ご飯・味噌汁・海老と枝豆
の湯葉包み・一口カツ・
チーズ揚げ

おにぎり・冷やしラーメン・
もやしの卵とじ

うな丼・味噌汁・心太
ご飯・味噌汁・コロッケ・大
根とがんもの煮物・蒸し
キャベツ

牛丼・餃子・ほうれん草の
白和え・煮物

中華丼・つみれ汁・南瓜コ
ロッケ・ブロッコリー、カニ
カマサラダ

キーマカレー・フルーツポ
ンチごはん

26 27 28 29 30 31

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼き魚・茄子、ピーマン
味噌炒め・ちくわ胡瓜・コ
ロッケ

ご飯・味噌汁・野菜と豚肉
の炒め物・さんまと芋の
サラダ玉子焼き・シソ味噌

ご飯・味噌汁・クリームコ
ロッケ・鯖焼き魚・豚肉も
やし炒め・目玉焼き

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・玉子豆腐・ひじき煮・
切り干し大根

ご飯・味噌汁・おむそば・
フキの煮物・エビすり身焼
き・ごま南瓜・かぶの漬
物・カニカマ

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・コーンクリームコ
ロッケ・さんまの蒲焼き

昼
ご飯・すまし汁・ハンバー
グ・天ぷら・とろろ・たたき
胡瓜

冷やし中華・スープ・稲荷
寿司・南瓜煮

ご飯・味噌汁・たたき胡
瓜・麻婆茄子・肉と玉ねぎ
の炒め物・もやしの卵とじ

カレーライス・南瓜コロッ
ケ・春雨サラダ・フルーツ

ご飯・冷やし中華・唐揚
げ・かぶの酢の物

ご飯・味噌汁・チーズカ
ツ・フキと天カマの煮物・
野菜サラダ・たいやき

夕
鮭チラシ・お吸い物・もや
しサラダ・きんぴらごぼう

ご飯・味噌汁・エビチリ・
ソース焼きそば・春雨サラ
ダ・フルーツ

ご飯・中華スープ・南瓜コ
ロッケ・豚肉の味噌焼き・
カニカマツナサラダ

かつ丼・味噌汁・ほうれん
草の胡麻和え・茄子のお
ろしあんかけ

ご飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め・トンカツ甘酢あん
かけ・ほうれん草のお浸
し

牛丼・ゆで卵・野菜サラ
ダ・煮豆

グループホームアウル ７ 月　献立表
アウルⅡ


