
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

31 1 2

朝

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
もやし炒め・鶏肉の照り
焼き・キャベツ、天カマ炒
め

ご飯・味噌汁・ポークビッ
ツ・たくあん・シュウマイ

ご飯・味噌汁・エビシュウ
マイ・コロッケ・胡瓜漬物

昼
カレーライス・ミカン缶・ほ
うれん草のスープ

ご飯・味噌汁・麻婆白菜・
大根と鶏肉の煮物・ひじ
き煮・白菜の浅漬け

冷麦・ふりかけご飯・煮豆

夕
ご飯・キャベツのミル
フィーユ・冷奴・漬物・黄
桃ゼリー和え

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・白菜漬物・ソー
セージケチャップ炒め

ご飯・味噌汁・手作りコ
ロッケ・大根と人参の酢
の物・バナナとみかん缶
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朝
ご飯・味噌汁・玉子巾着・
茄子の煮びたし・宗八焼
き魚

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
鶏照り焼き・赤魚焼き魚・
南瓜煮

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・茄子の味噌炒め・べっ
たら漬け・梅干し

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ホッケみりん漬け焼き・
ソーセージケチャップ炒
め・漬物

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・ホッケほぐし煮・イン
ゲンの胡麻和え・漬物

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ささぎとフキの煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・煮卵・サケ
焼き・たらこ

昼
冷やし中華・茄子とピーマ
ンの肉詰め・牛乳寒天

ご飯・味噌汁・親子丼・さ
つま芋煮・小松菜、人参
の白和え

ご飯・ニラのチヂミ・マカロ
ニサラダ・野菜炒め

ご飯・野菜たっぷりスー
プ・大根と桜エビの豚肉
野菜炒め・白菜のツナ和
え・ニラの卵とじ

パンの盛り合わせ・野菜
スープ・スクランブルエッ
グ・ウィンナー・さつま芋
スティックの付け合わせ・
フルーチェ

ご飯・そうめんカップ・たら
このひじき煮・豆

カレーライス・ベーコン、
にら、玉子のスープ・豆・
フルーチェ

夕
キーマカレー・マイタケ
スープ・カニカマ、大根お
ろし・胡瓜なめ茸和え

焼肉・とろろかけ丼・味噌
汁・白菜の梅肉和え

ご飯・味噌汁・すき焼き風
煮・レタスと玉子の中華
炒め・牛乳寒

エビ丼・味噌汁・ひじき煮
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草の胡麻和え

エビフライ・豚丼・キウイフ
ルーツ和え

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・ソーセージケ
チャップ炒め・胡瓜の生
姜和え
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朝
ご飯・味噌汁・トマトソー
スオムレツ・肉団子・南瓜
サラダ

ご飯・味噌汁・バジルチキ
ン・ハムとピーマンの炒め
物・煮豆・冷やしトマト

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
目玉焼き・シーフードグラ
タン

ご飯・味噌汁・南瓜甘煮・
たらこ・紅鮭焼き魚・え
び、ハムブロッコリー炒め

ご飯・味噌汁・鶏つくね・コ
ロッケアラカルト・たくあん

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
フキの煮物・煮豆・シュウ
マイ

ご飯・味噌汁・ジャーマン
ポテト・鯖焼き魚・きんぴ
ら

昼
そうめん・大根の浅漬け・
長芋の和え物

ご飯・味噌汁・鶏肉の夏
野菜のガーリック炒め・ひ
じき煮・漬物・バナナ、み
かん缶

カレーライス・ゆで卵

親子丼・味噌汁・さつま芋
の昆布煮・レタスと色彩り
野菜のオイスターソース
炒め

パン盛り合わせ・野菜
たっぷり春雨スープ・ひじ
きのオムレツ風・じゃが芋
のたらこ和え

オムライス・コーンスー
プ・さつま芋のサラダ

おにぎり・焼うどん・煮豆・
玉葱、人参、ベーコンの
スープ・フルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
南瓜の煮物・漬物

ご飯・味噌汁・鶏の甘酢
あん・トマトと玉子の中華
オイスターソース炒め・み
かん、バナナ和え

うな丼・味噌汁・フルー
チェ・オニオンサラダ

ご飯・味噌汁・餃子・カニ
カマツナサラダ・煮豆

ご飯・味噌汁・焼きそば・
キウイフルーツ

ご飯・味噌汁・茄子味噌
炒め・平豆の油炒め・み
かんと胡瓜の酢の物

ご飯・味噌汁・麻婆じゃ
が・煮豆・フライドポテト
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朝
ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・大根の浅漬け・ベーコ
ン・煮卵

ご飯・味噌汁・エビフライ・
ソーセージケチャップ炒
め・煮豆

ご飯・味噌汁・宗八焼き
魚・ズワイガニカニクリー
ムコロッケ・人参しりしり

ご飯・味噌汁・中華風玉
子焼き・ピーマンとシーチ
キンのめんつゆ炒め・煮
豆・イカと里芋のふんわり
揚げ

ご飯・味噌汁・・鯖の味噌
煮・照り焼きミートボー
ル・カニカマハムサラダ

ご飯・味噌汁・カレーコ
ロッケorカニしゅまい・
キャベツと天カマの煮物・
煮豆・春雨サラダ

ご飯・味噌汁・玉子巾着・
大根の煮物・鮭焼き魚

昼
稲荷寿司・冷うどん・べっ
たら漬け

焼きそば・おにぎり・カマ
ンベールコロッケ・大根サ
ラダ・ニラと春雨のスー
プ・玉子

ご飯・三色丼・お味噌汁・
春雨の中華サラダ・じゃ
が芋のパリパリ焼き

ご飯・味噌汁・焼き魚・マ
カロニサラダ・シャキシャ
キじゃが芋炒め

パン盛り合わせ・野菜
たっぷり春雨スープ・野菜
入りオムレツ・フルーチェ

親子丼・味噌汁・ピーマン
と人参のナムル風・フライ
ドポテト

ご飯・味噌汁・筑前煮・チ
ヂミ・ほうれん草のおかか
和え

夕
ご飯・味噌汁・ニラ玉・
チーズハンバーグ・ハム、
カニカマサラダ

ご飯・味噌汁・手作り南瓜
コロッケ・ニラのチヂミ焼
き・みかん入りフルーチェ

牛めし・ズッキーニのコン
ソメスープ・イカフライの
玉子とじ・べったら漬け

チラシ寿司・コーンスー
プ・ポテトコロッケ・スクラ
ンブルエッグ

冷やし中華・焼肉

ご飯・味噌汁・茄子の肉
みそ炒め・ニラとひじきの
チヂミ・大根とシーチキン
サラダ

ご飯・味噌汁・かに玉・
ハッシュドポテト・玉葱ハ
ムサラダ
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朝
ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・ひじき煮・黒豆

ご飯・味噌汁・めぬき西京
焼き・煮卵・ブロッコリーカ
ニカマあんかけ

ご飯・味噌汁・チーズ焼
き・ブロッコリーサラダ・煮
豆

ご飯・味噌汁・キャベツ、
天カマ炒め・紅鮭・漬物・
オムレツ・ベーコン炒め

ご飯・味噌汁・煮卵の巾
着・ポテトサラダ・たくあん

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
スパゲッティサラダ・鶏肉
の甘酢あん

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ニラの卵とじ・白菜、セロ
リの浅漬け

昼
天ぷら・冷うどん・ご飯・茄
子の挽肉味噌炒め・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・回鍋肉・中
華春雨・大学芋

ご飯・味噌汁・麻婆春雨・
なめ茸、人参の天ぷら
煮・ワカメの酢の物

中華丼・玉子スープ・フ
ルーツ入りヨーグルト

パン盛り合わせ・野菜
たっぷり玉子スープ・チキ
ンパン粉焼き・ポテトフラ
イ・フルーツ入りヨーグル
ト

ご飯・中華スープ・回鍋
肉・さつま芋甘煮・フルー
ツヨーグルト

チラシ寿司・かき揚げ・ほ
うれん草のお浸し

夕

ご飯・味噌汁・ポテトスラ
イスチーズはさみ焼・野
菜のオイスターソース炒
め・みかんゼリー炒め

きのこまぜご飯・味噌汁・
鶏肉の照り焼き・胡瓜の
酢の物

キーマカレー・玉子スー
プ・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・茄子の胡
麻油和え・マイタケ卵と
じ・煮豆

ご飯・味噌汁・肉味噌炒
め・大根７カニカマサラ
ダ・漬物・みかんブルガリ
和え

三色丼・味噌汁・大根の
煮物・たくあん

そうめん・おにぎり・きん
ぴらごぼう・フルーチェ

グループホームアウル  ７ 月　献立表
アウルⅠ


