グループホームアウル 8月 献立表
アウルⅡ

朝

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

5

6

7

ご飯・味噌汁・お好み焼
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ご飯・味噌汁・目玉焼き・ ご飯・味噌汁・オムレツ・
ご飯・味噌汁・赤魚焼き
風玉子焼き・タラの西京
ご飯・味噌汁・玉子焼き・
鯖焼き魚・エビフライ・マ
肉団子・豚肉野菜炒め・ 鯖焼き魚・ゆで卵・さつま
魚・米ナス・つくね・がん
漬け焼き魚・きんぴらごぼ
コロッケ・餃子・巾着
カロニサラダ
ウィンナー
芋ステｲック・大学芋
も、かぶ煮
う・ササゲと芋の煮物

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ホッケ焼き魚・
天カマと芋の味噌煮・豚
肉と野菜炒め

ご飯・すまし汁・エビチリ・ 冷やし中華・おむすび・ち ちらし寿司・冷麦・里芋と おむすび冷やしソーメン・ パン盛り合わせ・マカロニ
うどん・おにぎり・南瓜の
サラダ・スクランブルエッ
煮物・冷奴・野菜サラダ
めの酢の物・フルーツ
草のおかか和え
ツ
ルーツ
グ・ヨーグルト

冷やし中華・稲荷寿司・揚
げ出し豆腐・梨

冷やしかき揚げうどん・ポ ご飯・味噌汁・ニラ玉・餃 カレーライス・ラーメンサ
子・麻婆茄子
ラダ・心太

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・麻婆豆腐・野菜サラダ

昼 スパゲッティ・胡瓜とわか くわのシソ巻き・ほうれん いんげんの煮物・フルー 唐揚げ・野菜サラダ・フ

夕 テトサラダ・おにぎり
8

9

10

冷やし天ぷらそば・南瓜
煮・おにぎり

11

朝

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
豚肉、野菜炒め・ほうれ
ん草、ベーコン炒め・大学
芋

昼

キーマカレー・ゆで卵・マ
五目寿司・豚汁・もやしと
おにぎり・ミートスパゲッ
稲荷寿司・野菜サラダ・味 イタケコンソメスープ・ポ
ピーマンのナムル・茄子
ティ・玉子スープ・胡瓜と
噌汁・野菜バーグ・梨
テトサラダ・黄桃、みかん
の煮びたし・スイカ
みかんの酢の物・煮豆
ゼリー

夕

鶏天丼・お吸い物・ニラの ご飯・とろろそば・豚肉
玉子とじ
チーズ巻き・餃子

15

ご飯・味噌汁・チーズ入り
ご飯・味噌汁・玉子焼き・ ご飯・味噌汁・豆唐揚げ・
スクランブルエッグ・南瓜
インゲン胡麻和え・鯖焼き 豚肉味噌焼き・切り干し
の煮物・紅鮭焼き魚・ピー
魚・鰺フライ
大根・ウィンナー
マンとハムの炒め物

16

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・ニラの玉子とじ・ほう
れん草、カニカマサラダ

17

カレーライス・心太・トマト
エビ丼・味噌汁・冷奴
甘漬け

12

13

きのこご飯・味噌汁・ホッ
ご飯・味噌汁・エビシュウ
ご飯・味噌汁・キャベツ炒
ケ西京焼き魚・白菜トロト
マイ・豚肉、野菜炒め・ク
め・ふき、白滝煮・ウィン
ロ煮・エビシュウマイ・玉
リームコロッケ・切り干し
ナーピーマン炒め
子焼き・松前漬け
大根
ご飯・味噌汁・白身魚のフ
パン盛り合わせ・スープ・
ラーメン・稲荷寿司・青椒
ライ・胡瓜の浅漬け・肉
野菜サラダ・梨
肉絲・梨
じゃが・フルーツ

ご飯・味噌汁・ポテトコ
カレーライス・なめ茸ナム ご飯・味噌汁・ザンギ唐揚
ロッケ・天カマとズッキー
ご飯・味噌汁・青椒肉絲・
ル・ズッキーニのチーズ げ・小松菜、揚げ油炒め・
ニの炒め物・胡瓜の昆布
鶏肉の煮物・心太
焼き
焼きそば
漬け

18

19

20

朝

ご飯・味噌汁・シーフード
ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・ ご飯・味噌汁・小松菜と揚 ご飯・味噌汁・ジャーマン ご飯・味噌汁・鯖のみぞ
グラタン・紅鮭焼き魚・南
鯖焼き魚・牛肉コロッケ・
玉子焼き・もやし、ベーコ げの油炒め・さんま煮・肉 ポテト・海老カツ・天カマと れ煮・目玉焼き・ウィン
瓜の煮物・ピーマンの味
エビシュウマイ
ン炒め・海老カツ・みかん 野菜炒め・マカロニサラダ フキの煮物・玉子焼き
ナー・牛肉コロッケ
噌炒め

昼

ご飯・味噌汁・里芋とイン
鶏そぼろ丼・味噌汁・マカ
チラシ寿司・すまし汁・エ
かき揚げうどん・ご飯・と ゲンの煮物・豚肉とトマト
ロニサラダ・小松菜とベー
ビフライ・野菜炒め煮・ト
ろろ・小松菜と天カマ炒め のケチャップ炒め・もやし
コンの塩コショウ炒め
マト
のナムル

オムライス・味噌汁・人参
カレーライス・モヤシナム ご飯・味噌汁・ハンバー
夕 と天カマの炒め煮・ワッフ ル・心太・唐揚げ
グ・ニラの玉子とじ
ルウィンナー

朝

ご飯・味噌汁・ソーセージ
の玉子とじ・インゲンの胡
麻和え・ささみチーズカ
ツ・紅鮭焼き魚・南瓜の煮
物

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
コーンクリームコロッケ・
長芋の味噌炒め・ポテト
サラダ

昼

ご飯・スープ・冷やし中
華・チキンカツ・フルーツ

チャーシュー丼・味噌汁・
ご飯・スープ・青椒肉絲・
炒飯・玉子スープ・かぶと パン盛り合わせ・ポター
アヒージョ・ズッキーニの
大学芋・とろろ・野菜サラ
ひき肉の煮物・南瓜コロッ ジュ・野菜サラダ・フルー
トウモロコシのチーズの
ダ
ケ・フルーツ
ツ
せ

うなぎ・味噌汁・もやし、

29

30

31

朝

ご飯・味噌汁・キャベツと
ご飯・味噌汁・オムレツ・ ご飯・味噌汁・玉子焼き・
天カマの炒め物・鶏つく
野菜炒め・胡瓜と大根の コロッケ・ポテトサラダ・
ね・ポテトチーズ・ソー
浅漬け
ベーコン、アスパラ巻き
セージの玉子とじ

昼

エビフライカレー・マカロ
ニサラダ・フルーツ

二色丼・味噌汁・青梗菜と
ご飯・味噌汁・鶏牛蒡煮・
椎茸、ベーコンの塩コショ
ジャーマンポテト・フルー
ウ炒め・胡瓜とハムのサ
チェ
ラダ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・肉豆腐・フ チラシ寿司・茶碗蒸し・す

25

ご飯・味噌汁・紅サケ焼き
ご飯・味噌汁・ささぎと芋
魚・米ナス・ポテトサラダ・
の煮物・紅サケ焼き魚・
野菜炒め・キウイフルー
麻婆茄子・玉子焼き
ツ

ご飯・味噌汁・長芋の豚
肉巻き・きんぴらごぼう

エビ丼・味噌汁・塩麻婆豆
夕 ランクフルト・胡瓜の酢の いとん汁・エリンギ、ピー 腐
物
マン炒め・唐揚げ

ご飯・味噌汁・玉子巾着・
フキ炒め・鯖みぞれ煮・き
んぴらごぼう

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
ご飯・お吸い物・シュウマ
ご飯・味噌汁・エビフライ・ もつ鍋・ご飯・南瓜煮・胡
バーグ、きのこあんかけ・
イ・麻婆豆腐・ポテトサラ
豚肉野菜炒め・餃子
瓜の酢の物
胡麻南瓜・トマト
ダ

23

ご飯・味噌汁・しゃぶしゃ

21

パン盛り合わせ・玉子
親子丼・味噌汁・じゃが芋 キーマカレー・フルーツ
スープ・野菜サラダ・スク
とインゲンの煮物・マカロ ヨーグルト・ネギと玉子の
ランブルエッグ・みかん、
ニサラダ
炒め物
桃

22

夕 ぶ・大根のべったら漬け ベーコンはさみ焼・胡瓜
の酢の物

24

14

26

27

28

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
ご飯・味噌汁・豚肉味噌 ご飯・味噌汁・豚肉味噌
魚・切り干し大根・ひじき
漬け・ひじき天カマ煮・赤 焼き・めぬき西京焼き・切
とささぎの炒め煮・長芋の
魚焼き魚・シュウマイ
り干し大根・サラダ
梅肉和え
炒飯・玉子とキャベツの
塩野菜ラーメンお稲荷さ
スープ・がんもとサツマイ
ん・シュウマイ・胡瓜の浅
モ、人参に煮物・マカロニ
漬け
サラダ・フルーツ

エビとじ丼・味噌汁・南瓜 ご飯・味噌汁・ハンバー
ご飯・豚汁・餃子・南瓜
とがんもの煮物・春雨サ グ・ニラときのこの玉子と
煮・米ナス焼き
ラダ
じ・麻婆豆腐

鶏天丼・味噌汁・塩味
ビーフン・玉子豆腐・トマト

