
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝
ご飯・味噌汁・漬物・豚肉
と白菜の炒め物・揚げと
きんぴら

ご飯・味噌汁・コーンサラ
ダ・ほうれん草焼・スクラ
ンブルエッグ・ヨーグルト

昼
稲荷寿司・お吸い物・焼
つぼ鯛・煮しめ・苺ゼリー

ご飯・豚汁・目抜きの西京
漬焼・ワカメの酢の物・苺

夕
豚丼・ニラ玉スープ・水菜
サラダ・バナナヨーグルト

ご飯・玉子スープ・鶏のか
ら揚げ・ポテトサラダ・み
かんヨーグルト
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朝

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・大
根と天かまと人参の煮
物・えのきの玉子とじ・煮
豆

ご飯・味噌汁・鶏肉と大根
の煮物・胡瓜とワカメの酢
の物・玉子焼

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
ウインナー入スクランブ
ルエッグ・茄子とピーマン
の味噌炒め

ご飯・味噌汁・納豆・焼
鮭・漬物

ご飯・味噌汁・チキンとほ
うれん草の炒め物・天か
まと大根の煮物・ツナと竹
輪とコーンのサラダ

ご飯・味噌汁・焼銀かれ
い・きんぴらごぼう・胡瓜
とはんぺんとオホーツク
のサラダ

ご飯・味噌汁･焼紅鮭・ポ
テトサラダ・ほうれん草の
胡麻和え・大根と天かま
と人参の煮物

昼
恵方巻・ソーメンすまし
汁・海老フライ・ガリ・ポテ
トサラダ

カレーライス・ベーコンと
玉子のスープ・玉子サラ
ダ・タラコスパゲティ・みか
ん

うどん汁・おにぎり・さつま
芋煮・生姜昆布・たくあん

ご飯・玉子スープ・揚げ肉
団子・ワカメと胡瓜の酢の
物・煮豆・パイナップル

具たくさんそば・水菜サラ
ダ・黒豆・オレンジ

ご飯・春雨スープ・餃子・
もやしのナムル・みかんと
苺とキウイフルーツ

カレーライス・玉子スー
プ・わかめと胡瓜の酢の
物・オレンジ

夕
ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
肉豆腐・たくあん

ご飯・味噌汁・もつ煮込
み・ふきと天かまの炒め
物・漬物

豚丼・水餃子・ラーメンサ
ラダ

親子丼・味噌汁・大根と高
野豆腐の煮物・マカロニ
サラダ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
わかめと玉ねぎの酢の
物・苺のヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・キャベツの梅肉和え・
黒豆

ご飯・すり身汁・鶏のから
揚げ・さつま芋の天ぷら・
ひじきの炒め煮
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朝
きのこの炊き込みご飯・
味噌汁・ポテトサラダ・たく
あん・胡麻昆布

ご飯・味噌汁・たらこ昆布
煮・マカロニサラダ・ハム
カツ・煮りんご

ご飯・味噌汁・もずくとえ
のき茸の和え物・炒め納
豆・漬物

釜飯・味噌汁・鱈のガー
リックソテー・なま酢・りん
ご入フルーチェ

ご飯・味噌汁・銀がれい
味醂漬焼・大根と人参と
天かまの煮物・スパゲ
ティサラダ・けずり節昆布

ご飯・味噌汁・マカロニの
トマト煮・天かまと芋の煮
物・ベーコン入スクランブ
ルエッグ

ご飯・味噌汁・南瓜煮・
シーチキンサラダ・ひじき
煮・スクランブルエッグ・
納豆・桃ヨーグルト

昼

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・小松菜と小女子
の胡麻油炒め・紅芋の大
学芋・紅じゃこ

グリンピースご飯・ニラ玉
スープ・煮込みおろしハン
バーグ・ラッキョと竹輪の
酢の物

うどん・鮭おにぎり・大学
芋

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・ニ
ラの玉子とじ・がぶと挽肉
の煮物

そば・おにぎり・南瓜と小
豆の煮物・黄桃

天丼（海老・ピーマン・か
すべ）・白菜の中華スー
プ・みず菜とオホーツクの
ポン酢和え・茄子の漬物・
煮りんご

味噌ラーメン・炒飯・チキ
ンサラダ・バナナと苺ホ
イップ

夕

鶏ひき肉どんぶり・味噌
汁・春雨と野菜のカレー
風味炒め・切干大根・キ
ウイフルーツ

キーマカレー・玉子と野菜
のスープ・マカロニとハー
ブチキンのサラダ

豚丼・すり身汁・キャベツ
とトマトとコーンのサラダ・
りんご

ご飯・味噌汁・鶏の照焼
き・キャベツ・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・豚ジンギス
カン・ポテトサラダ・揚げと
小松菜の煮浸し

シチュー・煮豆・マカロニ
サラダ・黄桃とみかん

親子丼・すり身と野菜の
お吸い物・ブロッコリーと
海老のサラダ
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朝
ご飯・味噌汁・焼ほっけ･
ササミと野菜のサラダ・漬
物・フルーツ入フルーチェ

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・南
瓜の甘煮・小松菜のお浸
し・煮玉子・伊予柑

ご飯・味噌汁・南瓜煮・ワ
カメサラダ・きのこ焼

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・豚肉と白菜の酒蒸し・
練り物大根煮・茄子の浅
漬け

ご飯・味噌汁・鶏肉の酒
蒸し・スクランブルエッグ・
大根サラダ

ご飯・味噌汁・天かまの
バター焼・紫蘇の実和え・
きんぴらごぼう・紫芋のサ
ラダ・スクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・焼鮭・スパ
ゲティサラダ・いんげんの
胡麻和え・煮豆

昼
ご飯・味噌汁・宗八カレイ
の煮付け・ほうれん草の
にんにくソテー・豚キムチ

稲荷寿司・ソーメン汁・メ
ンマと鶏肉のサラダ・焼塩
鯖・紫蘇の実漬

ミートソーススパゲティ・
竹の子の玉子とじ・スー
プ・サラダほうれん草・伊
予柑

かに風味炒飯・水餃子
スープ・海老マヨ・バナナ

きのことろろうどん・ポテト
サラダ・バナナホイップ

キーマカレー・中華風
スープ・紫芋の団子・大根
と春雨の和え物・きんか
ん

ご飯・味噌汁・鶏照焼き・
生揚げとふきの煮物・も
やしの梅肉和え

夕
牛丼・味噌汁・なま酢・
ラーメンサラダ・フルーツ
のゼリー和え

ご飯・玉子スープ・ロール
キャベツ・わかめと胡瓜
の酢の物・キウイフルー
ツ

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
蒲焼・とろろの梅肉和え・
茄子のチリソース炒め・ポ
テトサラダ

ご飯・味噌汁・豚の生姜
焼き・煮豆・キャベツの梅
肉和え・伊予柑

親子丼・味噌汁・チンジャ
オロース・フルーツのゼ
リー和え

ご飯・シチュー・ザンギ（レ
タス・ミニトマト添）・マカロ
ニサラダ・たくあん

ご飯・すり身汁･天ぷら（さ
つま芋・海老・紫蘇）・帆
立とワカメの酢味噌和え
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朝
ご飯・味噌汁･焼ほっけ・
枝豆豆腐・南瓜煮のそぼ
ろあんかけ・たくあん

ご飯・味噌汁・大根の煮
物・あさつきとカニカマの
酢味噌和え・玉子焼・つ
ぼ鯛みりん漬焼き

ご飯・味噌汁・もずく・水
菜サラダ・スクランブル
エッグ・桃ヨーグルト

ご飯・味噌汁・ウインナー
入りスクランブルエッグ・
南瓜煮・焼鮭・天かまと竹
輪の煮物

炊き込み五目ご飯・味噌
汁・豆と芋のサラダ・漬
物・煮豆

昼
ミートナポリタン・コンソメ
スープ・ほうれん草のコン
ビーフサラダ・みかんと桃

ちらし寿司・ぼりぼりのす
まし汁・煮しめ・海老フラ
イ・玉子マカロニサラダ

カレーライス・玉子スー
プ・きんぴらごぼう・胡瓜
とワカメの酢の物

ご飯・そうめん汁・かき揚
げ・焼つぼ鯛・ほうれん草
の胡麻和え・苺とみかん

味噌ラーメン・梅おかかお
にぎり・大学芋・長芋の梅
肉和え・伊予柑と苺

夕
ご飯・水餃子スープ・ホイ
コーロ・春菊の胡麻和え・
ごぼうサラダ

麻婆丼・味噌汁・ラーメン
サラダ・たくあん

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
茄子のキムチ炒め・豚肉
と白菜の酒蒸し

ご飯・味噌汁・豚ヒレ肉の
生姜焼（野菜添）・野菜の
玉子とじ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
漬物・ニラ玉・焼つぼ鯛・
蜜柑と苺

グループホームアウル ２ 月　献立表
アウルⅠ


