
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

8月30日 8月31日 8月1日

朝

枝豆ご飯・ポトフ・ひき肉
とじゃが芋のオムレツ・さ
つま芋・トマト・小松菜の
中華煮・牛乳

ご飯・味噌汁・切干大根
煮・焼魚・鶏肉の塩コショ
ウ煮・漬物・牛乳

   

ご飯・味噌汁・ささぎと芋
の煮物・ほうれん草入り
だし巻き卵・卵豆腐・さつ
ま芋甘煮・バナナ・メロ
ン・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・焼そば・
マーボー春雨・フルーツ
ポンチ・いんげんの胡麻
和え・さつま芋

ご飯・豚汁・刺身（マグロ・
ホタテ・サーモン・玉子）・
キャベツと天カマ煮・に凝
りソーメン・スイカ・ブドウ

   

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・たらこスパゲ
ティー・茄子とキャベツの
トマト煮・一口昆布・スイ
カ

夕

ご飯・味噌汁・肉団子の
あんかけ・コーンバター・
豆腐の煮物・小松菜とト
マトのサラダ

ご飯・味噌汁・鶏もも焼・ト
マト・エビチリ・白菜お浸
し

   

ご飯・味噌汁・天ぷら（茄
子・しめじ・カボチャ）・
コーン炒め・ささぎと天カ
マの煮物・小松菜とトマト
のサラダ

2 3 4 5 6 7 8

朝

ご飯・味噌汁・さんまの蒲
焼き・肉団子炒め・塩辛・
卵のサラダ・トマト・バナ
ナ・牛乳

ご飯・味噌汁・さつま芋の
レモン煮・ささぎとちくわ
の煮物・ごぼう人参鶏そ
ぼろの炒め・バナナ・漬
物・牛乳

ご飯・味噌汁・鮭のバター
焼き・茄子炒め・水菜
シーチキンサラダ・梅昆
布・牛乳

炊き込みご飯・味噌汁・
赤魚切り身・ミックスベジ
タブルベーコン炒め・なめ
たけ・みかんヨーグルト・
牛乳

ご飯・味噌汁・カボチャの
煮物・鶏ひき肉とゴボウ
の煮物・キャベツの油炒
め・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・ベーコン
エッグ・はんぺんとシメジ
のマーガリン炒め・もずく
酢・たらこ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
焼鮭・きゅうりクラゲなめ
こ和え・豚肉ウインナー
炒め・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・豚肉茄子
巻き揚げ・キュウリ・トマ
ト・ひじき煮・卵豆腐

ご飯・味噌汁・焼鮭・ジン
ギスカン野菜炒め・カボ
チャの煮物・バナナヨー
グルト

カレーライス・生ハムポテ
トサラダ・フルーツポン
チ・カボチャあんかけ煮・
水菜ハムバジル和え

ご飯・味噌汁・和風おろし
ハンバーグ・ほうれん草
お浸し・海鮮あんかけ・バ
ナナヨーグルト

海鮮丼・芋団子汁・クラゲ
ハムかいわれ大根サラ
ダ・メロン・煮豆・漬物

ご飯・卵ワカメスープ・
ラーメンサラダ・肉団子の
酢豚風・水菜とハムの
ガーリック炒め・みかんバ
ナナヨーグルト

ご飯・味噌汁・フキと天ぷ
ら煮・ジンギスカン・
シューマイ・フルーツポン
チ

夕

ご飯・味噌汁・ソイ西京漬
け・煮豆・キュウリ浅漬
け・もやしとピーマンのナ
ムル・大根と人参・天カマ
の炒り煮

ご飯・味噌汁・串カツ・
マーボー春雨・ニラの卵
とじ・あんかけ肉野菜

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
うま味昆布・ラーメンサラ
ダ・白菜ベーコン人参炒
め煮

ご飯・味噌汁・煮魚・ゴー
ヤチャンプルー・わさび菜
のツナマヨ和え・漬物

ご飯・味噌汁・チャー
シュー・卵豆腐・芋の煮
物・サンマ唐揚げ・もやし
としし唐の炒め物・漬物

ご飯・三平汁・ギョーザ・
焼茄子甘味噌がけ・カボ
チャ煮・豆腐イカ納豆オク
ラ和え

ご飯・味噌汁・焼魚・漬
物・マーボー茄子・きゅう
りとハムの炒め物・シー
フードトマトスパゲティー
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朝

ご飯・味噌汁・ミートオム
レツ・ゴボウサラダ・
ジャーマンポテト・大根人
参・鶏肉の煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルハムエッグ・ホッケ焼・
里芋煮・納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・カボチャ
煮・水菜入り卵焼き・煮
豆・パイナップル・大根お
ろし茸和え・牛乳

そぼろご飯（豚ひき・卵）・
味噌汁・大根とイカの煮
物・キュウリわかめ干しエ
ビの酢の物・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・カニ玉あん
かけ・イカの酢味噌和え・
わさび菜とシーチキンの
マヨネーズ和え・タラコ・
高菜の漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・里芋
人参天カマ煮・ちくわカ
レー揚げ・ソーセージと
ピーマンの炒め物・バナ
ナ・煮豆・牛乳

鮭おじや・味噌汁・人参イ
ンゲンの肉巻き煮・粉ふ
き芋・いか塩辛・煮豆・漬
物・牛乳

昼
親子丼・味噌汁・桃の
ヨーグルト和え・キュウリ
酢の物

ドライカレー・味噌汁・白
菜ベーコン和え物・桃
ヨーグルト・ラーメンサラ
ダ

ご飯・コーンスープ・マー
ボー春雨・桃とみかんの
フルーツポンチ・焼鮭

ご飯・鶏の照り焼き・揚げ
出し豆腐・春雨サラダ・み
かん

ご飯・ビーフシチュー・オ
ニオンスープ・白菜の甘
味噌炒め・大根とシーチ
キンのサラダ・パイナップ
ル入りフルーチェ

ひつまぶし・肉団子スー
プ・ささぎ天カマ煮・カボ
チャ団子・トマト・スイカ

ご飯・味噌汁・ギョーザ・
焼魚・アスパラ・フキとな
るとと生アゲの煮物

夕
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
麻婆豆腐・水菜シーチキ
ン・カボチャ煮

ご飯・味噌汁・鮭のバター
焼き・野菜の煮物・鶏肉
の炒め物・ボイルウイン
ナー

 カツ丼・ささぎと天カマの
煮物・茄子とピーマンの
味噌炒め・冷奴・味噌汁

ご飯・味噌汁・焼魚・冷
奴・インゲン油炒め・酢の
物

ご飯・味噌汁・ハンペンハ
ムカツ・カボチャ団子・ニ
ラ玉ねぎえのき卵とじ・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・豚ネギ塩
の野菜炒め・もやしお浸
し・舞茸のおろし和え・ポ
テトピザ

ご飯・味噌汁・ホッケフラ
イ・トマト・肉じゃが・春雨
サラダ

　 16 17 18 19 20 21 22

朝
ご飯・味噌汁・鮭焼魚・ウ
インナー・カボチャ煮物・
バナナ・納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・大根アゲ
の煮物・ミニオムレツ・白
菜豚肉の酒蒸し・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
トマト・さんま蒲焼き・カボ
チャ煮・牛乳

ご飯・味噌汁・ピーマンの
肉詰め・トマト・ポテトサラ
ダ・茄子の味噌炒め・煮
豆・牛乳

ご飯・味噌汁・野菜天カマ
煮・ちくわマヨネーズト
ビッコ和え・ブロッコリー
エリンギソーセージ炒め・
煮豆・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・ミニオム
レツ・カボチャ煮・佃
煮・豚肉キャベツ炒め
煮

ご飯・味噌汁・野菜の小
揚げ含め煮・ダシ巻き卵・
じゃが芋コーンのバター
煮・ピーマンねぎ舞茸の
味噌炒め・たらこ・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・冷やしラー
メン・肉じゃが・ソーセー
ジとピーマンのケチャップ
炒め・桃・あじ瓜

ご飯・冷やしうどん・野菜
海鮮あんかけ・キュウリ
ちくわトビッコ和え・茄子
ピーマンピリ辛煮

ご飯・とろろそば・ささぎと
芋の煮物・親子煮・漬物・
煮豆

ご飯・味噌汁・玉ねぎの
かき揚げ・ホーレン草の
なめこ和え・イカの酢味
噌和え・芋の煮物・漬物

親子丼・味噌汁・漬物

ご飯・味噌汁・水菜と
シーチキンのサラダ・
ポテトサラダ・フルーツ
ヨーグルト・焼魚

おにぎり・味噌汁・たらこ
焼ソバ・野菜炒め・グラタ
ンコロッケ・キャベツかつ
お梅干し和え

夕

ご飯・味噌汁・茄子と豚ひ
き肉の中華炒め煮・煮
物・ほうれん草卵とじ・グ
リーンサラダ

ご飯・シチュー・肉野菜炒
め・マーボー豆腐・漬物

ご飯・味噌汁・焼魚・煮し
め・海老チリ・山芋オクラ
和え・プラム

ご飯・煮込みうどん・鮭焼
魚・カボチャあんかけ・四
川風厚焼き卵あんかけ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
キンピラゴボウ・ほたて長
ネギ酢味噌和え・煮豆

ご飯・豚汁・もやしとえの
きの卵とじ・茄子と鶏肉の
塩焼き・煮豆・わさび菜の
ゴマ和え

海老カレー・かぶ卵スー
プ・かぶ芋人参がんも煮・
玉ねぎおくらサラダ・フ
ルーツ（バナナメロン桃）
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朝

ご飯・味噌汁・天カマ椎茸
細昆布煮・カボチャきんと
ん・イカおくら野菜和え・
目玉焼き・メロン・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・昆布
巻き・卵焼き・きゅうり漬
け・キャベツとウインナー
の炒め物・みかんバナナ
ヨーグルト・牛乳

ご飯・味噌汁・オムレツ・
梅昆布・焼魚・漬物・カボ
チャ煮・フルーツポンチ・
牛乳

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・チーズ入り卵焼き・
大豆の和え物・杏・牛乳

ご飯・味噌汁・カボチャそ
ぼろ煮・なめたけ入り納
豆・チキンナゲット・佃煮・
きんぴらごぼう・牛乳

ご飯・味噌汁・漬物・昆布
佃煮・さつま芋の甘煮・大
根と豆腐の煮物・キャベ
ツの油炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・おから和
え・カボチャ煮物・ソー
セージ炒め・鳥唐揚げ・コ
ロッケ・牛乳

昼

ご飯・とろろそうめん・桃
入りフルーチェ・焼魚・
ゴーヤチャンプルー・漬
物

ご飯・味噌汁・とんかつ・
大根の煮物・ホーレン草
なめたけ和え・トマト水菜
のバジルサラダ・巨峰

ご飯・味噌汁・エビ鮭イカ
フライのタルタルソース・
カボチャ鶏ひきあんかけ・
キュウリ梅酢の物・ポテト
サラダ・フルーツ・トマト

ご飯・味噌汁・ホタテのか
き揚げ・カボチャの天ぷ
ら・ホーレン草のナムル・
ひじき煮・大根シーチキン
サラダ

ご飯・豚肉の味噌漬け
焼・茄子ピーマンピリ辛
炒め・キャベツゴマ和え・
マーボー豆腐

カニチャーハン・味噌汁・
焼きビーフンシーフード炒
め・おでん・おから・ほう
れん草煮浸し

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・トマト・きゅうり・鯖と水
菜の和え物・ハンペンとイ
ンゲンの煮物

夕

ご飯・味噌汁・鶏の酢豚
風炒め・マーボー茄子・
卵豆腐・佃煮・小松菜の
じゃこ炒め

ご飯・味噌汁・シチュー・
ニラの卵とじ・さんま蒲焼
き・昆布巻き

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・茄子ピーマン炒め・白
菜お浸し

ご飯・味噌汁・ソイの西京
焼・しめじと野菜のピリ辛
味噌炒め・野菜天カマの
あんかけ・大根浅漬け

ご飯・味噌汁・焼魚・豚肉
とキムチの卵とじ・芋とさ
さぎの煮物

アナゴひつまぶし・味噌
汁・甘漬トマト・ささぎ芋
煮・長ネギわかめ酢味噌
和え・ウニクラゲ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
ささぎと茄子の味噌炒
め・揚げ納豆・佃煮・もろ
きゅう

グループホームアウル   8月　献立表
アウルⅡ


