
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・牛乳・サバ
焼魚・紫蘇巻き味噌・シュ
ウマイ・たらこ・豚肉の生
姜焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・鮭焼魚・ウィンナー・
煮豆・とろろ芋・鶏肉の竜
田焼

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・紫
蘇味噌・煮豆・目玉焼き・
ブロッコリー

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ホッケ焼・肉じゃが・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
麻婆茄子・ブロッコリー・
鮭焼魚・煮豆

昼
親子丼・お味噌汁・大根と
イカの煮物・味うり

豚丼・味噌汁・トマト・キャ
ベツ温サラダ・煮豆・フ
ルーツ

ナポリタン・おにぎり・漬
物・バナナ

ご飯・玉子スープ・コロッ
ケ・ソーセージ、さつま芋
の天ぷら・煮豆・豆腐

うどん・煮物・稲荷寿司・
ピーマン、しめじ、ハムの
炒め物

夕
炒飯・味噌汁・つぼ鯛焼
魚・ニラノ玉子とじ・煮豆・
トマト

ひつまぶし・味噌汁・サバ
焼魚・キャベツと天カマに
煮物・冷中華

炒飯・味噌汁・カレイの煮
漬け・大根としらすの和え
物・かぼちゃ団子

キーマーカレー・味噌汁・
筑前煮・きんぴらごぼう

すき焼き煮・ご飯
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼魚・煮豆・胡瓜、カニ
カマ、中華クラゲ和え・さ
さぎ豆、さつま芋煮・イチ
ゴ、バナナ

ご飯・味噌汁・サバ焼魚・
目玉焼き・昆布佃煮・フキ
と竹の子の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・天カマ・南
蛮味噌グリーンアスパラ・
煮豆・糠さんま焼

ご飯・味噌汁・牛乳・生姜
焼き・アスパラ・大根とし
らすの和え物・煮豆・ニラ
のハンバーグ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ウィンナー・チキンナゲッ
ト・にしん焼魚・紫蘇巻き
味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・オムレツ・赤ウィン
ナー・煮豆・トマト・梅干

ご飯・味噌汁・牛乳・鮭焼
魚・玉子焼き・煮豆・みか
ん・漬物・とろろいも

昼
ご飯・味噌汁・メンチカツ・
海老フライ・煮豆・トマト・
ポテトサラダ・中華ワカメ

かき揚げうどん・稲荷寿
司・胡瓜の浅漬け・半熟
玉子・イチゴ

塩ラーメン・茄子の揚げ
浸し・おむすび・豆腐サラ
ダ

ご飯・味噌汁・大根、しい
たけ、天カマの煮物・玉子
焼きかぶの漬物・さつま
芋の天ぷら・ほうれん草
のお浸し

ソーメン汁・ワカメおむす
び・レタスとキノコの中華
炒め・キャベツとササミの
塩炒め・漬物

うどん汁・稲荷寿司・大根
と鶏肉の煮物・カブの酢
物・煮豆・フルーツポンチ

鶏かき揚げ丼・味噌汁・
ソーセージの玉子とじ・芋
と油揚げの煮物

夕

ご飯・味噌汁・うなぎの蒲
焼・白菜と豚肉はさみ蒸
し・ハンバーグ・ハム巻き
サラダ

鮭ちらし・味噌汁・かぼ
ちゃ煮ささげと芋の煮物

炒飯・味噌汁・ニシン焼・
餃子海老フライ・胡瓜とワ
カメの酢の物

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
イカの味噌煮・すいか・と
うもろこし

カレーライス・ポテトサラ
ダ・八朔・塩サラダステ
イック

ご飯・味噌汁・えびフライ・
トマト・大根、椎茸、油あ
げ、鶏肉の煮物・煮豆・み
かん

ご飯・味噌汁・大根とイカ
の煮物・クリームコロッ
ケ・つぼ鯛焼魚・トマト
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・紫蘇味噌巻き・ホッ
ケ焼魚・たらこ・ほうれん
草とキノコの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・肉
じゃが天カマ・オムレツ・
アスパラ・紫蘇南蛮

ご飯・味噌汁・牛乳・ソー
セージの玉子とじ・鶏つく
ね・煮豆ほうれん草のお
浸し・紫蘇味噌・とろろ芋

ご飯・味噌汁・納豆・玉子
豆腐・ミートオムレツ・キャ
ベツの油炒め・イチゴ

ご飯・味噌汁・牛乳・野
菜、豚肉炒め・ホッケ焼・
ウィンナーフルーツ

ご飯・味噌汁・牛乳・紫蘇
味噌・キャベツと天カマの
煮物・玉子焼・ホッケ・ブ
ロッコリーサラダ

ご飯・味噌汁・玉子味噌・
ほうれん草とベーコンの
バター炒め・紫蘇巻き味
噌

昼
海苔巻き・御吸い物・筑
前煮胡瓜の浅漬け

中華丼・きりたんぽ汁・フ
ルーツ・生酢

冷しラーメン・おにぎり・漬
物・煮豆

稲荷ご飯・味噌汁・肉じゃ
が・インゲン豆のサラダ・
フルーツポンチ・玉子焼き

かき揚げ丼・煮豆・生姜
汁・さつま芋・かぼちゃ・フ
ルーツ

稲荷寿司・うどん・ハン
バーグ・トマト

キーマカレー・玉子スー
プ・かぼちゃの煮物・フ
ルーツポンチ

夕
ご飯・味噌汁・海老フラ
イ・コロッケ・グラタン・ア
スパラ

鮭,梅おにぎり・そうめん・
ささげと天カマの煮物・煮
たまご

ご飯・うどん汁・餃子・フキ
の煮物・トマト

焼そば・ささぎ豆と芋の煮
物鯖寿司・トマト・八朔、
梨

ご飯・味噌汁・海老、ピー
マン茄子の天ぷら・大根
おでん・玉子焼き・ブロッ
コリー・トマトハム

ご飯・味噌汁・イカの味噌
煮・白菜と豚肉のはさみ
蒸し・つぼ鯛焼魚・コロッ
ケ

ご飯・味噌汁・サンマ焼・
芋と天カマの煮物・ミート
グラタン漬物
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・豚肉
の梅肉和え・肉じゃが・紫
蘇南蛮・ハムとキャベツ
のサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の竜田焼・トマト・和風ｽｸ
ﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・芋と天カマの
味噌煮・ほうれん草のお
浸し

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ふきと竹の子の煮物・ウィ
ンナー・紫蘇巻き味噌・ス
イカ

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ肉じゃが・ウィンナー・
漬物

ご飯・味噌汁・鮭焼魚・豚
肉の生姜焼・玉子味噌・
紫蘇巻き味噌

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
魚・大根の煮物・煮豆・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・牛乳・ホッ
ケ焼煮豆・鶏つくね・削り
節昆布・ほうれん草のナ
メタケ和え

昼
海苔巻き・御吸い物・茄
子の揚げ浸し・鯖焼魚・ス
イカ

お弁当(唐揚げ、かぼちゃ
のあんかけ、煮豆、漬
物、サラダ、赤ウィン
ナー、玉子焼き、ちくわ)・
きのこ汁

ちらし寿司・お吸い物・ト
マト・煮豆・チキンカツ・
きゅうりと人参の酢の物

炒飯・味噌汁・トマト・肉
じゃがコロッケ・煮豆・玉
子豆腐

天ぷら冷しそば・稲荷寿
司・味噌おでん・スイカ

カレーライス・コンソメスー
プ・煮豆・野菜サラダ

塩ラーメン・梅おむすび・
キャベツとササミの炒め
物

夕
うな丼・お味噌汁・ピーマ
ンの肉詰・蒸しキャベツ・
ラーメンサラダ

ご飯・味噌汁・チキン南
蛮・トマト・胡瓜とキャベツ
の漬物・ホイコーロー

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
イカと大根の煮物・天カマ
と玉葱の炒め物・煮豆

ご飯・味噌汁・茄子ともや
しの味噌炒め・白菜と豚
肉のはさみ蒸し・ハン
バーグ・煮豆

冷麦・おにぎり・マヨネッ
グ・煮豆・フルーツ

ご飯・味噌汁・餃子・かぼ
ちゃ煮・春雨サラダ・胡瓜
の浅付け

ご飯・味噌汁・カレイの煮
漬け・煮豆・トマト・ソー
セージ・紫蘇味噌
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朝
ご飯・味噌汁・玉子焼き・
紫蘇味噌・白菜のお浸し・
トマト漬物・ハンバーグ

ご飯・味噌汁・コロッケ・
チーズ入りｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・
豚肉とレタスの重ね蒸し・
天カマ焼

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
鯖焼魚・切干大根・肉団
子

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
味噌・青椒肉絲・ほっけ
焼・かぼちゃ煮

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まの蒲焼・紫蘇巻き味噌・
玉子焼き・マカロニナポリ
タン

昼

ちらし寿司・味噌汁・さつ
ま芋の天ぷら・大根と天
カマの煮物・トマト・フルー
ツポンチ

混ぜご飯・豚汁・煮物・
ラーメンサラダ・切り干し
大根

天丼・味噌汁・にらの玉子
とじ・たくあん・冷しトマト

おにぎり・塩ラーメン・い
んげん大豆と天カマの煮
物・漬物メンチカツ

冷しラーメン・かき揚げ
丼・煮豆・フルーツポンチ

夕
おにぎり・焼肉・イカの味
噌煮・茄子の漬物

ご飯・味噌汁・カレイの煮
漬け・クリームコロッケ・肉
じゃが

ひつまぶし・味噌汁・コ
ロッケ・カニグラタン・煮豆

和風きのこパスタ・おむす
び・中華スープ・坪鯛焼
魚・ミニトマト

カレーライス・ほうれん草
と玉子の炒め物・胡瓜と
海苔の和え物

グループホームアウル ７ 月　献立表
アウルⅡ


