グループホームアウル 5 月 献立表
アウルⅠ
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・鶏と大根の
煮物・大根の浅漬け・ハ
ムとピーマンの炒め煮・
バナナ

サンドイッチ・玉子スー
プ・鶏肉とピーマンの炒め
物・ジャーマンポテト・牛
肉コロッケ

朝

ご飯・味噌汁・鶏肉と大根 ご飯・味噌汁・大根の煮
ご飯・味噌汁・コロッケ・目 の煮物・ネギと揚げの油 物・玉子焼き・ペンネと
玉焼き・マカロニサラダ
炒め・ほうれん草のお浸 ポークビッツのケチャップ
し・パイン
炒め

昼

ご飯・味噌汁・鶏肉とトマ
かしわそば・稲荷寿司・漬 ト、茄子のチーズ炒め・
物・マンゴー缶
じゃが芋とニラのベーコン
炒め・きんぴらごぼう

夕

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
唐揚げの甘辛丼・味噌
五目ちらし・お吸い物・大
麻婆丼・味噌汁・唐揚げ・ 焼き・茄子とひき肉の味
エビ丼・味噌汁・がんもの 豚丼・味噌汁・玉子豆腐・
汁・胡瓜のなら漬け・洋ナ
根と胡瓜の酢の物・フ
炒飯・味噌汁・焼きそば
漬物・フルーツ和え
噌炒め・フルーツゼリー
煮物
煮豆
シ
ルーツ和え
和え

8

9

ご飯・味噌汁・ウィンナー
とほうれん草のミートソー ご飯・味噌汁・コロッケ・
ス炒め・ミニハンバーグ・ ホッケ焼き魚・玉子焼き
煮豆

ご飯・お吸い物・白菜と春
雨の豚肉炒め・トマト、胡
ご飯・カップ麺・漬物
瓜のサラダ・ニラとさつま
揚げの卵とじ

10

11

パン盛り合わせ・コーン
スープ

12

ご飯・味噌汁・豚肉と野菜
のあんかけ炒め・ジャー ご飯・八宝菜・味噌汁・三
マンポテト・トマトと豆腐の 食豆
サラダ

13

14

ご飯・味噌汁・ミニオムレ ご飯・味噌汁・シュウマイ
ご飯・味噌汁・煮卵・大根 ご飯・味噌汁・シュウマ
牛蒡飯生姜入り・味噌汁・
ご飯・煮卵・グラタン・フキ
ご飯・味噌汁・シュウマ
朝 ツ・大根とフキの煮物・煮 あんかけ・フライドポテト・ の煮物・豆腐のとろみ汁 と胡瓜の漬物・大根と豚 イ・茄子の胡麻油和え・ハ 野菜のトマト煮チーズの イ・コロッケ・目玉焼き
豆・胡瓜、白菜の浅漬け ほうれん草のお浸し
肉の炒め煮・煮豆
ム、ツナサラダ
せ・フルーツゼリー和え

昼

カレーライス・オニオン
ご飯・味噌汁・ホッケの一
ご飯・味噌汁・すき焼き風 豚丼・お吸い物・白菜と天
パン盛り合わせ・南瓜の
スープ・茄子のあんかけ うどん・お稲荷さん・南瓜
夜干し・マイタケ、ニラの カレーライス・ベーコン、
煮・さつま芋甘煮・トマトシ カマのあっさり煮・胡瓜と
サラダ・玉子とトマトのバ
煮びたし・フルーツ入りフ 煮
卵とじ・ポテトと玉ねぎの 玉子スープ・フルーチェ
ロップ漬け
わかめの酢の物
ター炒め・野菜スープ
ルーチェ
ケチャップ炒め
ご飯・味噌汁・手作りコ

ご飯・豚汁・アスパラサラ ご飯・味噌汁・豚肉の味

ご飯・味噌汁・照り焼きチ

夕 ロッケ・南瓜煮・フルーツ ダ・漬物・パインのフルー 噌漬け焼き・胡瓜の中華 キン・キノコの卵とじ・冷
和え

ツ和え

15

和え・南瓜の煮物

16

17

奴

18

朝

ご飯・味噌汁・アスパラと ご飯・味噌汁・味噌漬け
ご飯・味噌汁・ハラス焼 ご飯・味噌汁・魚バーグ・
ベーコンの炒め物・ツナと 豚肉・シュウマイ・南瓜・
き・茄子と肉の味噌炒め・ 枝豆がんも・天カマ胡麻
気キャベツの味噌炒め・ キャベツ、ウィンナー炒
かぶの煮物・オムレツ
油炒め
漬物・ウィンナー
め・たらこ

昼

ミニおにぎり・うどん

中華丼・味噌汁・豆腐の
ご飯・味噌汁・野菜炒め・ ご飯・味噌汁・南瓜煮・巾
なめ茸和え・みかんヨー
大根の南瓜漬け・煮豆
着煮・ポテトサラダ
グルト

19

20

ご飯・味噌汁・グラタン・イ ご飯・味噌汁・豆腐ハン
ご飯・味噌汁・南瓜煮・鯖
ンゲンの油炒め・松前漬 バーグ・カニシュウマイ・
の味噌煮・南瓜コロッケ
け
ソーセージカニカマサラダ

ご飯・味噌汁・鶏肉のスタ おむすび・味噌汁・お好 豚丼・味噌汁・大根、白菜 パン盛り合わせ・キッ
ミナ炒め・野菜たっぷりの み焼・煮豆・漬物・フルー サラダ・みかんバナナフ シュ・ベーコン、にら、玉
白和え・かぶの浅漬け
ツ
ルーツ和え
葱、卵スープ

ご飯・味噌汁・茄子と豚肉
のフライ・にらとしめじの ご飯・豚汁・ホッケ焼き
玉子とじ・ブロッコリーの 魚・人参しりしり
なめ茸和え

ご飯・味噌汁・胡瓜のとろ エビとじ丼・味噌汁・茄子 とろろ丼・味噌汁・きのこ
そぼろ丼・味噌汁・南瓜の 二色丼・味噌汁・揚げ芋・ 海老カレー・フルーツポン
ろ和え・大根と鶏肉の煮 の味噌炒め・フルーツ和 とネギのバター焼き・ク
漬物
チ
物・フルーツ和え
え
リームコロッケ

夕 煮物・たくあん

22

23

24

25

21

26

27

ご飯・キャベツのミル
フィーユ・ポテトサラダ・フ
ルーツ和え

28

朝

ご飯・味噌汁・ミニオムレ
ご飯・鮭のカマ汁・ソー
枝豆ご飯・味噌汁・肉じゃ ご飯・味噌汁・コロッケ・ ご飯・味噌汁・大根と手羽
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ツ・シュウマイ・芋とトマト
ご飯・味噌汁・煮卵・ウィ
セージケチャップ炒め・麻 が・白菜のお浸し・豆腐ハ ホッケ焼き魚・フキと天カ 先煮・椎茸の煮物・玉子
茄子の煮びたし・鯖の味
煮チーズのせ・大根の漬
ンナー・漬物・揚げ芋
婆茄子・漬物
ンバーグ・バナナ
マの煮物
焼き
噌煮
物

昼

チラシ寿司・お吸い物・唐
シーフードカレー・茄子と ご飯・味噌汁・野菜炒め・
冷やしラーメン・稲荷寿
揚げ・ポテトフライ・もやし
ピーマンの炒め物・胡瓜 ポテトサラダ・フキとさつ
司・野菜たっぷり玉子
とカニカマのおかかポン
とカニカマの酢の物
ま揚げの胡麻油炒め
スープ
酢和え

豚丼・味噌汁・胡瓜の漬

夕 物・なめたけおろし
29

天丼・味噌汁・南瓜煮

30
ご飯・味噌汁・赤魚の煮

ご飯・味噌汁・すき焼き風 ご飯・味噌汁・鶏肉と里芋
ご飯・けんちん汁・唐揚げ
煮・フキとピーマンの味噌 の煮物・とろろとほうれん 豚丼・味噌汁・たくあん・
甘酢あん・バナナフルー
炒め・白菜、胡瓜の浅漬 草の梅肉和え・フルーツ ほうれん草のソテー
ツ和え
け
サラダ

31
ご飯・味噌汁・シュウマ

ご飯・味噌汁・根野菜の
朝 煮物・グラタン・オムレツ 付け・海老カツ・煮込みハ イ・オムレツ・ソーセージ
ンバーグ
サラダ

ご飯・クリームシチュー・も 稲荷寿司・お味噌汁・酢
の物

昼 やしと胡瓜の和え物

夕

パン盛り合わせ・トマトと
スパゲッティミートソース・ 五目そうめん・味付けご
ハムの玉子炒め・野菜
おにぎり・玉子スープ・フ 飯・胡瓜とトマトのごま油
たっぷりの春雨スープ・フ
ルーチェ
酢和え
ルーツ盛り合わせ

稲荷寿司・肉うどん・ポテ
トとハムのチーズトマト焼
き・漬物

ご飯・味噌汁・かき揚げ・
ご飯・味噌汁・海老グラタ
ほうれん草と玉子のオイ
牛めし・豚汁・胡瓜梅肉
ン・鮭、茄子のはさみ揚
スター和え・フルーツサラ
シーチキン
げ・漬物
ダ

ご飯・すき焼き風煮・味噌
汁・トマトと玉子のガラ
スープとオイスターソース
炒め・バナナフルーツ和
え

