
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

30 31 1

朝
ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・胡瓜とラデイッシュの
漬物・メヌキ焼・昆布巻き

ご飯・味噌汁・焼魚・かぼ
ちゃ煮・漬物・煮豆

ご飯･味噌汁・焼鯖・茄子
と天カマの甘辛炒め・漬
物

昼

ご飯・豚カツ(味噌風味)・
チンゲン菜ときのこスー
プ・インゲンと天ぷらの煮
物・みかん(缶詰)

ご飯・味噌汁・から揚げ・
ささぎの胡麻和え・ポテト
サラダ・茄子カレー炒め

お稲荷さん・味噌汁・冷
しゃぶ(人参、白菜付き)・
きのこ天ぷら・みかん

夕
ご飯・味噌汁・じゃが芋の
塩煮・胡瓜のサラダ・里芋
の煮物・フルーツ

ご飯・玉子スープ・豚肉の
生姜焼き・長芋と胡瓜の
梅肉和え・里芋と天カマ
の煮物

トマト冷製パスタ・玉子
スープキャベツコールス
ロー・芋塩煮
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朝
ご飯･味噌汁・大根、ちく
わ煮かぼちゃ煮・たくあん

混ぜご飯・生ハムと玉葱
のｻﾗﾀﾞ・肉じゃが

ご飯･味噌汁・なめ茸・たく
あん・ほうれん草、茄子、
ベーコンのバター炒め・
焼魚・桃、ヨーグルト

ご飯･味噌汁･ハム入りス
クランブルエッグ・かぼ
ちゃ煮・梅干・紫蘇味噌

ご飯・味噌汁・オムレツ・
じゃが芋の塩煮・ウィン
ナー

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
えのきの玉子とじ・胡瓜の
漬物

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・かぼちゃ煮・ハムのﾎﾟ
ﾃﾄ巻き・しば漬け

昼
ご飯･味噌汁･ハンバー
グ・かぶ煮・八朔

ご飯･コンソメスープ・揚げ
ないコロッケ(トマト添え)・
白菜ラーメンサラダ・紫蘇
味噌

冷しラーメン・ほうれん草
のベーコン、ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙｻ
ﾗﾀﾞ・白菜のスープ

カレーライス・えのきとワ
カメの玉子スープ・桃

温そうめん・天ぷら(鶏
肉、野菜のかき揚げ)・芋
団子

ご飯・味噌汁・紫蘇巻き・
ハンバーグ(トマト添え)・
パイナップル

親子丼・五目煮・味噌汁・
みかんと梨

夕
ご飯･味噌汁･天ぷら(エ
ビ、タラ、茄子)・大根の胡
麻ｻﾗﾀﾞ

ご飯・えのきスープ・胡瓜
の漬物・鶏肉、人参、玉
葱の炒め物

ご飯･そうめん汁・ホイ
コーロ大根、ラデｲシュの
酢の物

きのこご飯・味噌汁・目抜
の西京焼魚・白菜のお浸
し・漬物

ご飯・味噌汁・酢豚・中華
ｻﾗﾀﾞ・玉子のあんかけ

ご飯・味噌汁・鶏の唐揚
げ・胡瓜のトビッコ和え

ご飯・味噌汁・大根とツナ
の煮物・ソーメンｻﾗﾀﾞ・ニ
ラの玉子とじ
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朝
ご飯・味噌汁・スクランブ
ルソーセージ・野菜炒め・
八朔とオレンジ

ご飯・味噌汁・塩鯖焼魚・
きくらげときのこの佃煮・
かぼちゃの煮物・ほうれ
ん草、しめじ、ベーコンの
バター炒め

ご飯・味噌汁・天ぷらと大
根の煮物・炒め納豆・ﾎﾟﾃ
ﾄと玉子の炒め物

ご飯・味噌汁・銀ガレイの
みりん漬け・玉子豆腐・茄
子の煮浸し

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・白菜焼・納豆・佃煮

ご飯・味噌汁・芋、ネギ、
竹輪のぽん酢炒め・スク
ランブルエッグ・モロッコイ
ンゲンの胡麻和え

ご飯・味噌汁・ニラ玉・ウィ
ンナー・中華クラゲの和え
物

昼
なめこ、きのこ汁・冷麦・
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・長芋、梅肉の
酢の物

ご飯・唐揚げ・トマトとハ
ムのｻﾗﾀﾞ・春雨スープ・パ
インとヨーグルトのフルー
ツ

冷しラーメン・お稲荷さ
ん・白菜の中華スープ・み
かん

ご飯・焼そば・ニラ玉スー
プ・コロッケ・ほうれん草、
しめじベーコンのバター
炒め

オムライス・マカロニｻﾗ
ﾀﾞ・オニオンスープ・スイ
カ、みかん

ドライカレー・コンソメスー
プ・インゲンと竹輪の炒め
煮

五目混ぜご飯・味噌汁・
肉巻き・もやしと胡瓜のモ
ズクの酢和え・マッシュポ
テト

夕
ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・コールスローｻﾗ
ﾀﾞ・大根と天カマの煮物

牛丼・味噌汁・春雨サラ
ダ・フルーツとゼリーの和
え物

ご飯・味噌汁・ヒレカツ・フ
キの煮物・煮豆

カレーライス・味噌汁・冷
奴・ｻﾗﾀﾞ・スイカ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・大根と天カマの煮物・
白菜のお浸し

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・芋と鶏肉の煮物・胡瓜
と大根の漬物

ご飯・味噌汁・胡瓜とツナ
のｻﾗﾀﾞ・里芋の煮物・フ
ルーツ
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朝
ご飯・味噌汁・ウィン
ナー・鮭焼魚・かぼちゃ
煮・漬物

ご飯・味噌汁・天カマ、大
根煮・ソーセージ、しめじ
のケチャップ炒め・みか
ん、ブルーベリー

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・かぼちゃ煮・煮豆

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・さば煮・煮豆・たくあ
ん・野菜炒め

ご飯・味噌汁・蕗、天カマ
の煮物・塩サバ焼・煮豆・
ウィンナー、ミックスベジタ
ブルのバター炒め

ご飯・味噌汁・カスベの煮
物厚焼き玉子・胡瓜の漬
物

ご飯・味噌汁・たくあん・
ウィンナー・スクランブル
エッグ・納豆

昼
野菜塩ラーメン・お稲荷さ
ん・胡瓜とオホーツクとえ
のきの酢の物

チキンﾗｲｽ・ニラ玉スー
プ・カスベの唐揚げ・胡瓜
の漬物・芋もち

カレーライス・もやしと三
つ葉のスープ・マカロニサ
ラダ・パインとみかんのフ
ルーツ

ご飯・味噌汁・野菜炒め・
キャベツｻﾗﾀﾞ・バナナヨー
グルト

エビのかき揚げ丼・ソーメ
ン南瓜の甘煮・ラデイッ
シュ(アウル産)とワカメの
酢の物

親子丼・ネギと椎茸の
スープトマトとシーチキン
ｻﾗﾀﾞ・茄子とﾋﾟｰﾏﾝの味
噌炒め

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き(キャベツ、トマト添
え)・ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・もやしの酢
の物・チーズケーキ

夕

ご飯・味噌汁・大根とツナ
のｻﾗﾀﾞ・茄子と挽肉の炒
め物・じゃが芋の塩煮・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・宗八焼魚・
ささぎと天カマの煮物・胡
瓜の酢の物

ご飯・味噌汁・から揚げ・
大根、人参のｻﾗﾀﾞ・フ
ルーツ

親子丼・味噌汁・いんげ
んの胡麻和え・しば漬け・
梨

ご飯・味噌汁・挽肉の炒
め物ゆでとうきび・ほうれ
ん草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・胡瓜とツナ
ｻﾗﾀﾞ・冷しゃぶ・スイカ

ご飯・味噌汁・冷奴・焼
魚・天カマ煮
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朝

ご飯・味噌汁・大根と豚肉
の煮物・野沢菜のわさび
漬け・えのきとちくわの玉
子とじ

ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・さば煮・煮豆・漬物・
天カマ焼・なめ茸

ご飯・味噌汁・ひじきと天
カマの炒め物・鮭焼魚・漬
物・ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
の煮物・コールスローｻﾗ
ﾀﾞ・煮豆

ご飯・味噌汁・カスベ煮・
ハムエッグ・なめ茸

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・フキと天ぷらの煮物・
煮豆

ご飯・味噌汁・じゃが芋と
ベーコンの炒め物・スクラ
ンブルエッグ・ほうれん草
のナメタケ和え

昼
味噌ラーメン・インゲンと
天ぷらの煮物・鮭おにぎ
り・漬物

ご飯・味噌汁・豚ジンギス
カン白菜の胡麻和え・漬
物・みかん、白桃

炒飯・すり身汁・ラーメン
サラダ・とうきび

シチュー・鮭わかめのお
にぎり・カブの煮物・パイ
ンのフルーツ

天ぷらうどん・ちらし寿
司・白菜の煮物・胡瓜の
酢の物

ご飯・ホッケ焼魚・春雨
スープ・ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・チキン
のトマト煮

ご飯・味噌汁・豚カツ・大
根のお浸し・胡瓜の酢漬
け・バナナヨーグルト

夕
牛丼・味噌汁・ポテトサラ
ダ・フルーツポンチ

ご飯・玉子スープ・ハン
バーグ・マカロニｻﾗﾀﾞ・フ
ルーツとゼリーの和え物

ご飯・味噌汁・ささぎの胡
麻和え・ほうれん草と挽
肉の炒め物・冷奴・

カレーライス・味噌汁・マ
カロニｻﾗﾀﾞ・梨

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・南蛮味噌・カブ漬物・
大根天カマ煮

親子丼・味噌汁・ラーメン
ｻﾗﾀﾞ・インゲンとちくわの
炒め物

ご飯・コンソメスープ・ｻﾗ
ﾀﾞ・鶏肉と玉子の煮物・も
ずく酢

グループホームアウル ８ 月　献立表
アウルⅠ


