
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

朝   

ご飯・味噌汁・焼魚・納豆
（みょうが入り）・白菜お浸
し梅和え・カボチャそぼろ
煮・牛乳

ご飯・味噌汁・煮しめ・
チーズ入り卵焼き・大根
おろしの塩辛和え・ワカサ
ギ佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・おから・
じゃが芋のきんぴら風・
じゅんさいとモズクの酢
物・キャベツの梅肉和え・
牛乳

おにぎり・味噌汁・いか、
みょうが煮和え・肉じゃ
が・卵焼き・フキ煮物・牛
乳

ご飯・味噌汁・きぬさや入
り肉じゃが・煮物（フキ、ワ
ラビ、竹輪）・オムレツ・パ
イナップル・牛乳

昼   
ご飯・味噌汁・豚肉味噌
漬け焼・揚げ出し豆腐・と
ろろ

炊込みピラフ・パンプキン
シチュー・フキと天カマ煮
物・もずく酢サラダ・オレ
ンジ

ご飯・卵スープ・煮込みハ
ンバーグ（付温ブロッコ
リー、人参）・ポテト、ラー
メンサラダ・卵豆腐

ご飯・味噌汁・豚もものピ
カタ・春雨サラダ・ナス揚
浸し・スイカ

炒飯・うどん汁・野菜と茸
の中華あんかけ・ホウレ
ン草なめ茸和え・クリーム
コロッケ・白菜お浸し

夕   

ご飯・味噌汁・ホッケの唐
揚げ・ささぎと油揚げの炒
め煮・ホウレン草とミック
スベジタブルのソテー・す
いみつ

ご飯・素麺汁・冷奴（ゴマ
ダレ）・白菜とホタテの酒
蒸し・ナスの煮浸し・大根
なます・スイカ

ご飯・味噌汁・煮魚（カス
ベ）・切干大根・おから・漬
物・煮豆

ご飯・味噌汁・水菜ハム
サラダ・鮭フライ（タルタル
ソース）・キンピラゴボウ・
白菜煮浸し

ご飯・味噌汁・焼魚・カボ
チャ煮・冷しラーメン・漬
物

6 7 8 9 10 11 12

朝

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・ホウレン草ベーコン炒
め・みかんヨーグルト和
え・牛乳

カブおじや・味噌汁・サン
マ蒲焼・マカロニサラダ・
さつま芋煮・煮豆・牛乳

おじや・味噌汁・漬物・い
んげんゴマ和え・大根の
そぼろ煮・フルーツヨーグ
ルト・牛乳

ご飯・味噌汁・フキとなる
とのツナ煮・シソ巻き・煮
豆・ナゲット・トマト・牛乳

カニおじや・味噌汁・トマト
とキュウリのサラダ・ミー
トボール・人参ととうみょ
う炒め・カボチャ煮・牛乳

ご飯・味噌汁・大根味噌
煮・ひじき煮・だし巻き卵・
漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・納豆
のお好み焼き・舞茸のみ
ぞれ和え・牛乳・漬物

昼
ご飯・ワカメスープ・
ジャージャーメン・マー
ボー茄子・春菊ゴマ和え

ご飯・味噌汁・冷し中華・
麻婆豆腐・大根煮物・サ
ラダ

ご飯・味噌汁・つけソーメ
ン・甘漬トマト・煮物・水菜
梅サラダ・ブロッコリーア
スパラ、ソーセージ炒め

ご飯・味噌汁・麻婆白菜・
焼鮭（付大根おろし）・バ
ナナいりフルーチェ

赤飯・素麺汁・大根わら
び煮・酢物（キュウリ、ワ
カメ）・刺身（エビ、マグ
ロ、平目、サーモン）・フ
ルーツポンチ

カレーライス・卵スープ・
大根と豆腐の煮物・水菜
サラダ・フルーチェ

いなり寿司・うどん・ラ
ディッシュ酢物・カボチャ
煮・メロン

夕

ご飯・カブのミルクスー
プ・アスパラ肉巻き・ハン
ペンサラダ・漬物・バナナ
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・海老と玉ね
ぎのかき揚・茄子天・長
芋の三杯酢・竹の子の味
噌煮・ささみの和え物

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
水菜とハムのサラダ・とこ
ろ天モズク和え

ご飯・ホワイトスープ・
ソーセージと水菜炒め・カ
スベ煮付け・煮物（大根、
人参、竹輪）

ご飯・味噌汁・炒め物（イ
カじゃが、もやし、ベーコ
ン）・大根ポテトサラダ・鳥
もも一口ザンギ

ご飯・コンソメスープ・大
根のそぼろ煮・湯豆腐の
柚子納豆かけ・野菜の中
華あんかけ・プチトマト・
漬物

ご飯・味噌汁・鮭ハラスお
ろしポン酢・肉じゃが・生
サラダ・大根菜と揚げの
炒め煮

13 14 15 16 17 18 19

朝

ご飯・味噌汁・煮物（鳥
肉、大根、人参）・ボイル
ホタテと長ネギ酢味噌和
え・梅昆布・バナナヨーグ
ルト・牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
茄子竹輪、揚げの煮物・
ところ天もずく和え・牛乳

ご飯・味噌汁・切干大根・
高野豆腐と水菜の卵と
じ・マカロニのケチャップ
煮・漬物・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・卵焼き・漬
物・肉じゃが・春雨サラ
ダ・佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・ハムエッ
グ・煮豆・カボチャ煮・茄
子ピーマンのピリ辛煮・バ
ナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・ひじき煮・さ
さぎのゴマ和え・チーズ入
り卵焼き・みかん・牛乳

ご飯・味噌汁・キンピラゴ
ボウ・シメジとツナの卵と
じ・ホウレン草お浸し・玉
ねぎとピーマン、ソーセー
ジ炒め・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・大根煮（カ
ニあんかけ）・餃子・トマ
ト・ササギのピーナッツ和
え・卵豆腐

ピラフ・コーンポタージュ・
サラダ・海鮮スパゲティ

ご飯・味噌汁・豚肉白菜
酒蒸し・スパゲティサラ
ダ・いんげん豚肉炒め

ご飯・味噌汁・八宝菜・バ
ンバンジーサラダ・ジャー
マンポテト

ご飯・ニラ玉スープ・豆腐
ハンバーグ（おろしポン
酢）・ささぎピーナッツ和
え・春雨サラダ・桃ヨーグ
ルト

ひじきご飯・味噌汁・焼
魚・じゃが芋そぼろ煮・水
菜と竹輪とえのきの和え
物・漬物・バナナ

カレーライス・ワカメスー
プ・ひじき入り切干大根
煮・イカ大根煮・カブの浅
漬け

夕
ご飯・味噌汁・八宝菜・焼
魚（赤魚粕漬）・水菜とハ
ムとトマトのサラダ

ご飯・味噌汁・焼魚・鳥団
子の煮物・スパサラダ・漬
物

ご飯・味噌汁・野菜の中
華煮・大根と鳥肉の煮
物・サラダ・煮豆

ご飯・豚汁・キャベツソー
セージ炒め・玉ねぎとキュ
ウリのかつお風味サラ
ダ・粕焼魚・煮豆・カボ
チャ団子のあんかけ煮

ご飯・味噌汁・焼鮭・セロ
リ人参炒め煮・焼うどん

ご飯・味噌汁・ミニ冷し中
華・豆腐の中華あんか
け・舞茸のおろし和え・卵
豆腐

ご飯・味噌汁・もやしのお
浸し・ラーメンサラダ・ホッ
ケの竜田揚げ・いんげん
の揚げ物・豆腐の巾着煮

　 20 21 22 23 24 25 26

朝

おじや・味噌汁・ささぎと
豚肉の炒め煮・さつま芋
甘煮・舞茸のおろし和え・
漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・茄子竹輪、
茸の卵とじ・芋煮・白菜と
豚ひき肉の酒蒸し・昆布
佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・エリンギ、
ハム、ちそ味噌炒め・おく
らイカ納豆・煮豆・イカゲ
ソワカメの酢味噌・ホウレ
ン草入りだし巻き卵・牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
カボチャ煮・大根人参の
味噌煮・キュウリ粕漬・ウ
インナー・牛乳

ご飯・味噌汁・フキとジャ
コ天煮者・ミーとオムレ
ツ・カボチャ豚ひき煮・昆
布佃煮・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・卵焼き・昆
布巻き・小魚佃煮・鳥ひ
き、ひじきの袋煮・きゅうり
のもずく酢和え・牛乳

ご飯・味噌汁・切干大根
煮・豚肉、椎茸、アスパラ
卵とじ・イカめかぶ・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・天ぷら（エ
ビ、茄子、かき揚げ）・も
ずく酢・フキと揚げのサバ
缶煮・メロン

ご飯・坦々麺・茄子ピーマ
ン煮浸し・餃子・シュウマ
イ・水菜のお浸し

ご飯・味噌汁・ホッケ竜田
揚げ・鳥肉と大根の煮
物・ホウレン草なめ茸和
え・スイカ

ご飯・味噌汁・豚肉ポテト
巻き・トマト・ホタテ長ネギ
酢味噌・さつま芋煮・スイ
カ

ご飯・味噌汁・ふろふき大
根（鯛味噌）・うなぎ蒲焼・
茄子揚げ浸し・長芋梅肉
和え

冷ソーメン（付トマト）・鶏
がら卵スープ・おにぎり・
肉じゃが・フランクフルト・
ソーセージ

ご飯・味噌汁・マカロニサ
ラダ・焼魚（大根おろし）・
煮物（じゃが芋、いんげ
ん、鳥そぼろ）

夕

ご飯・味噌汁・豚味噌しょ
うが焼き・水菜とカニカマ
のサラダ・卵豆腐なめ茸
和え・大根人参天カマ煮

オムライス・味噌汁・ちそ
味噌キュウリ・ささぎ豆と
芋の煮物・トマト・フルー
ツサラダ

ご飯・味噌汁・焼売甘酢
あんかけ・天カマひき肉
煮・イカ納豆・セロリ味噌
マヨ・漬物

ご飯・味噌汁・豚焼肉・レ
タスとツナのサラダ・茄
子、揚げ、舞茸の煮物・
卵豆腐

ご飯・味噌汁・豆腐すき
煮・さつま芋の天ぷら・サ
サギと玉ねぎのかき揚
げ・もやしのお浸し

ご飯・味噌汁・焼鮭・ホウ
レン草人参ゴマ和え・豚
肉キャベツ炒め・スイカ

ご飯・味噌汁・豚角煮・漬
物・しめじと豆腐の和え
物・カボチャ煮

27 28 29 30 31 　 　

朝

ご飯・味噌汁・ゴボウと鳥
ひき肉炒め煮・ワカメと
ミックスベジタブルのバ
ター炒め・茄子とウイン
ナー味噌炒め・佃煮・牛
乳

ご飯・味噌汁・フキと竹輪
の鮭ほぐし煮・カボチャあ
んかけ煮・ソーセージ炒
め・カニカマ入り厚焼き
卵・牛乳

ご飯・味噌汁・ミーとオム
レツ・昆布巻き・チキンナ
ゲット・いんげんゴマ和
え・キャベツ天カマ煮・牛
乳

ご飯・味噌汁・アスパラ
ベーコン炒め・うの花・竹
の子とオカカの味噌煮・
牛乳

ご飯・味噌汁・コーンとツ
ナのパンケーキ・マカロニ
のナポリタン・ホウレン草
ベーコン炒め・牛乳

　 　

昼

ご飯・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・豚肉生姜焼き・大根
煮物・いんげんごま和え・
ヨーグルト

散らし寿司・素麺汁・刺身
（エビ、マグロ、サーモ
ン）・筑前煮・もずく酢・ほ
うれん草ゴマ和え・紅白
白玉いりフルーツポンチ

帆立飯・素麺汁・エビと玉
ねぎのかき揚げ・ひじき
の煮物・お汁粉・漬物・桃

ご飯・ポトフ・銀ガレイみり
ん漬・茄子と豆腐の春雨
煮・豆もやしのチヂミ風

ご飯・味噌汁・鳥肉の生
姜焼き（キャベツ千切り、
トマト）・フライドポテト・カ
ボチャ煮・ささぎピーナッ
ツ和え・桃ヨーグルト

　 　

夕

握り寿司（エビ、玉子、マ
グロ、いなり）・エビ頭味
噌汁・竹の子天カマ煮・と
ころ天・スイカ

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・ホッケ焼・ホイコー
ロー・苺ショートケーキ（ミ
ニサイズ）

ご飯・味噌汁・焼魚・煮
物・漬物・サラダ

ご飯・味噌汁・冷しゃぶサ
ラダ・味噌おでん・茹でと
うもろこし・たくあん・桃
シャーベット

ご飯・味噌汁・かき揚げ・
マカロニケチャップ炒め・
おから煮

　 　

グループホームアウル ７月　献立表
アウルⅡ


