
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

朝
ご飯・豚汁・ポテトサラダ・
マカロニケチャップ炒め・
ひじき煮・ニラの卵とじ

ご飯・味噌汁・オムそば・
ひじき煮・たらこ・紅鮭焼
き魚

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ・ピーマン、シーチキン
の麺つゆ炒め・ホワイトア
スパラのサラダ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・シュウマイ・だし巻き
卵・おから和え・ポテトサ
ラダ

ご飯・つみれ汁・手羽先
煮・鯖味噌煮・和え物

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・厚焼き玉子・ポテトサ
ラダ

昼

ご飯・味噌汁・鶏肉のじゃ
が芋の炒め煮・豆腐とひ
じきの卵とじ・白菜と桜エ
ビの中華煮

ご飯・ソーメン汁・豚肉の
野菜炒め・白かぶと桜エ
ビのあっさり炒め・さつま
芋の塩昆布煮

カレーライス・フルーチェ

パン盛り合わせ・玉子とト
マトのふわとろ炒め・枝豆
とポテトのツナ和え・オニ
オンスープ

ご飯・味噌汁・コロッケ・ブ
ロッコリーと玉子のサラ
ダ・白かぶとベーコンのオ
イスターソース炒め

ご飯・味噌汁・豚肉の野
菜炒め・ほうれん草の胡
麻和え・揚げの炒め物・ト
マト

夕
握りずし・お吸い物・茶碗
蒸し

鶏釜飯・味噌汁・すき焼き
風煮

うな丼・味噌汁・枝豆・
チーズちくわ・さつま芋天
ぷら

中華丼・味噌汁・カニカ
マ、胡瓜のサラダ・漬物・
キウイ、バナナのヨーグ
ルト和え

ご飯・味噌汁・チーズ磯部
揚げ・唐揚げ・べったら漬
け

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・胡瓜の酢の物・フルー
ツポンチ
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朝

ご飯・味噌汁・アスパラ
ベーコン卵とじ・ポテトサ
ラダハム巻き・煮豆・数の
子わさび漬け

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・ポークウィン
ナー・フルーチェ

ご飯・中華スープ・シー
フードグラタン・鯖の味噌
煮・トマトと玉子のふわふ
わ炒め

ご飯・味噌汁・オムレツ・
紅鮭・鶏照り焼き・シュウ
マイ・黒豆

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・ササギのサラダ・フキ
の煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・南瓜煮・味
噌カツ・鯖味噌煮・ひじき
煮

ご飯・味噌汁・ホッケ昆布
醤油干し・アスパラベーコ
ン炒め・ソーセージのトマ
ト煮・大根の粕漬け

昼 ハンバーガー
ご飯・味噌汁・肉じゃが・ト
マトと玉ねぎのマリネ・ハ
ムと入り玉子

ご飯・味噌汁・スタミナ麻
婆豆腐・ニラと玉ねぎの
チヂミ・野菜炒め

ご飯・味噌汁・玉子丼・胡
瓜とワカメの酢の物・フ
ルーチェ

パン盛り合わせ・春雨野
菜スープ・スペイン風オム
レツ・桃

豚丼・味噌汁・ニラの卵と
じ・生酢・桃のゼリー

冷やし天ぷら・うどん・フ
ルーチェ

夕
ご飯・味噌汁・ザンギ・ツ
ナハムサラダ・煮豆

ご飯・味噌汁・メンチカツ
デミソース和え・茄子の味
噌炒め・バナナ、キウイ
のヨーグルト和え

おはぎ・冷麦・ごま豆腐・
漬物

鮭ご飯・豚汁・ブロッコ
リーサラダ・フルーツポン
チ

うな丼・味噌汁・すいか・
海老カツ

冷やし中華・大根、豚肉
の煮物・ミニおにぎり

エビとじ丼・味噌汁・みか
んと胡瓜の酢の物・漬物・
煮豆
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朝
ご飯・味噌汁・コロッケ・
ジャーマンポテト・入り豆
腐

ご飯・味噌汁・ニラ玉・鯖
のみぞれ煮・フルーチェ

ご飯・味噌汁・中華風玉
子焼き・肉団子・胡瓜と
キャベツの浅漬け

ご飯・味噌汁・ささぎ、天
カマ、芋煮・ウィンナー・え
のき炒め・鯖味噌煮・

ご飯・味噌汁・玉子巾着・
ホッケ焼き魚・牛肉コロッ
ケ

ご飯・味噌汁・厚焼き玉
子・南瓜の煮物・ソーセー
ジカニカマサラダ

ご飯・味噌汁・茄子の田
楽味噌和え・すじこ・ひじ
き煮・紅鮭焼き魚・フルー
ツ

昼 海鮮丼・お吸い物・ゼリー
親子丼・フキと天ぷらの
炒め物・漬物・メロン・枝
豆

ご飯・お吸い物・宗八焼き
魚・大根おろし・野菜たっ
ぷりチヂミ・さつま芋煮

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ミニサラダ・きん
ぴらごぼう・胡瓜のﾄﾋﾞｯｺ
和え

パン盛り合わせ・コーン
スープ・ズッキーニ入りス
クランブルエッグ

ご飯・味噌汁・豚肉と大根
のオイスターソース炒め・
トマトと玉ねぎのマリネ・
白菜と天カマのあっさり炒
め煮

ご飯・味噌汁・さつま芋の
煮物・トマトと玉子の中華
炒め・キャベツと天カマ炒
め・フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・あらびきハ
ンバーグ・胡瓜、ツナサラ
ダ・白身フリッター

まぜご飯・味噌汁・焼きそ
ば・フルーツ

カレーライス・枝豆サラ
ダ・春巻き・トマト

中華丼・中華スープ・トマ
トと玉子のふわふわ炒
め・みかんヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・ニラ玉・胡
瓜おかか和え・餃子

うな丼・味噌汁・茄子、長
ネギの味噌煮・トマト・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・トマトのオイスター
ソース炒め・バナナとキウ
イのゼリー和え・漬物
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朝

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
きんぴらごぼう・野菜ミッ
クスマヨネーズチーズ焼
き

ご飯・味噌汁・フキの煮
物・ズッキーニとブロッコ
リーの炒め物・シソ巻き・
白菜とセロリの漬物

ご飯・ポトフ・スパゲッティ
サラダ・スパイシー手羽
先・シソ巻き

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・おろしハンバーガー・
フルーチェ

ご飯・味噌汁・ニラと玉子
の煮物・目玉焼き・たら
こ・うま煮

ご飯・味噌汁・イワシと大
根の煮物・切り干し大根・
バナナヨーグルト

ご飯・味噌汁・カレーコ
ロッケ・カニシュウマイ・冷
奴のなめたけ和え

昼
冷麦・ズッキーニとひき肉
の炒め物・漬物・ご飯

ご飯・味噌汁・鮭のちゃん
ちゃん焼き・彩り野菜の卵
炒め・トマトのマリネ

カレーライス・マカロニサ
ラダ・フルーツ

ご飯・オニオンスープ・春
雨サラダ・白菜と豚肉の
味噌炒め・玉子とハム炒
め・フルーツ

パン盛り合わせ・春雨入
り玉子スープ・ポテトサラ
ダ・ズッキーニとトマトの
炒め物

ご飯・味噌汁・鶏肉の香
草パン粉焼き、野菜添
え・さつま芋の塩昆布煮・
豆腐と枝豆の玉子あんか
け煮

ご飯・シチュー・ハムスク
ランブルエッグ・白菜のお
浸し

夕
牛丼・野菜スープ・中華ク
ラゲ炒め・フルーツゼリー
和え

ご飯・ジンギスカン・野菜・
トマトのガラスープ炒め・
みかん、洋ナシのゼリー
和え

豚丼・味噌汁・ごま豆腐・
ハム、玉葱サラダ

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・かぶの煮物・トマト
の浅漬け・かぶ、胡瓜の
浅漬け

ご飯・味噌汁・鶏肉とニラ
の卵とじ・茄子のバターポ
ン酢炒め・豆腐と胡瓜の
和え物・枝豆

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・胡瓜のおかか和
え・炒り卵

ご飯・味噌汁・チキン南
蛮・キャベツとミートボー
ルのオイスターソース炒
め・みかん、バナナのヨー
グルト和え
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朝
ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・ひじき煮・ポテトサラ
ダ・インゲン豚肉炒め

おじや・味噌汁・インゲン
の炒め物・キャベツ、胡瓜
の浅漬け

ご飯・味噌汁・海老カツ・
ハンバーグ・胡瓜のおか
か和え

ご飯・味噌汁・銀ガレイ焼
き・豚バラのささぎ巻き・
ジンギスカン・ひじきの煮
物のチヂミ・クリームコ
ロッケ

昼

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
胡瓜とワカメの酢の物・
キャベツのさつまあげ・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・朝取り野菜
の卵炒め・豚肉とピーマ
ン炒め

ご飯・麻婆丼・味噌汁・
じゃが芋と枝豆のサラダ・
糸こんにゃくのたらこ煮

ご飯・味噌汁・鶏肉の彩り
野菜のあんかけ・ブロッコ
リーとカリフラワーの卵サ
ラダ・南瓜煮

夕 ご飯・冷ラーメン・餃子
ご飯・味噌汁・蒸し餃子・
ベーコン、玉葱炒め・スク
ランブルエッグ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
みかんと胡瓜の酢の物・
南瓜の煮物

ご飯・味噌汁・豚肉の味
噌焼き・ハム玉ネギサラ
ダ

グループホームアウル ８ 月　献立表
アウルⅠ


