グループホームアウル 5 月 献立表
アウルⅠ
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

6

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・筑前
ご飯・味噌汁・スクランブ ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ご飯・味噌汁・茄子の揚
煮・目玉焼き・赤魚焼き
ルエッグ・スパゲッティ・煮 ふきの煮物・コールス
げ浸し・鯖の味噌煮
魚・ベーコン・ホワイトアス
ローサラダ
豆・紫蘇味噌
パラ・八朔

昼

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
ご飯・味噌汁・ハンバーグ
大根の煮物・えび天とコ
おにぎり・焼肉・豚汁
煮ラーメンサラダ・ゼリー
ロッケ

夕

ご飯・味噌汁・餃子のあ
ご飯・味噌汁・すき焼き・
ご飯・お吸い物・鶏の唐 ご飯・味噌汁・鯖塩焼き・
んかけ・小松菜の卵とじ・
さつま芋の甘露煮・べっ
揚げ・タケノコの煮物・とこ 煮物・ほうれん草の和え
きゅうりとカニカマの酢の
たら漬け
物
ろてん
物

7
朝

8

9

ご飯・味噌汁・里芋の煮 ご飯・味噌汁・鮭のバター ご飯・味噌汁・かすべの
焼き・ニラと天ぷらの卵と 煮付け・茄子ときのこの
付け・玉子焼き・ウィン
味噌炒め・海老しゅまい
ナー・シュウマイあんかけ じ・ポテトサラダ

10

ご飯・味噌汁・塩サバ・
ミートボール・蕗の煮物

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・つくね・芋とささぎの炒
め物・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・かすべの
ご飯・つみれ汁・タラのピ
カタ・人参のグラッセ・も ご飯・お吸い物・煮物・刺 煮付け・鶏とトマトとほう
れん草のｻﾗﾀﾞ・バナナと
やしのナムル・トマト・み 身
みかん缶
かん缶

11

ご飯・味噌汁・ジンギスカ ご飯・シチュー・エビフライ
ン・ほうれん草のお浸し・ タルタル付き・レタス、トマ
ト
粕漬け・黄桃

12

13

ご飯・味噌汁・スクランブ
ご飯・味噌汁・卵焼き・
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ご飯・味噌汁・インゲンの ルエッグ・ウィンナー・煮
じゃが芋の煮物・キャベ
ニラの煮物・マカロニサラ
煮物・うなぎと玉子焼き 物・胡瓜とシーチキンｻﾗ
ツ、ハムサラダ
ダ・煮豆
ﾀﾞ

ご飯・味噌汁・豚肉の生 おにぎり・ラーメン・大根と
ご飯・味噌汁・海老とさつ ご飯・味噌汁・エビチリ・
稲荷寿司・三平汁・塩辛・
オムライス・味噌汁・kにク ご飯・味噌汁・麻婆白菜・
姜焼き・茄子とピーマンの ごぼうの煮物・野菜炒め・
ま芋の天ぷら・煮豆・豚 コールスロー・かしわうど
ミックスフルーツ
マカロニサラダ・いちご
みかん缶
味噌かけ・南瓜煮
ん
汁・みかん、黄桃

昼 リームコロッケ・煮豆

夕

ミートボールカレー・玉子
ご飯・豚汁・鯖焼き魚・ほ ご飯・味噌汁・焼うどん・
スープ・冷トマト・天カマと
うれん草とシーチキンｻﾗ 煮物・ほうれん草の和え
蕗の煮物・インゲンの胡
物
ﾀﾞ・里芋と鶏肉の煮物
麻和え

14
朝

15

16

ご飯・味噌汁・えびの甘酢 ご飯・味噌汁・エビフライ・ ご飯・味噌汁・コロッケ・大
ご飯・味噌汁・鶏の玉子と
あんかけ・ニラ玉・ポテト 大根の煮物・茄子の挽肉 根と挽肉の煮物・もやしと
じ・とろろ・胡瓜の酢の物
キャベツのｻﾗﾀﾞ
あんかけ
サラダ

17

18

19

20

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
ご飯・中華スープ・蕗の煮 ご飯・味噌汁・南瓜のｻﾗ ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
ご飯・味噌汁・ソーセージ き魚・だし巻き卵・ソー
ご飯・味噌汁・ベーコン
魚・卵焼き・スウィートﾎﾟﾃ
魚・玉葱の卵とじ・春雨ｻﾗ
エッグ・スパゲッティ・南瓜 のフリッター・茄子とベー セージ、ピーマン炒め・煮 物・長いものお好み焼き ﾀﾞ・赤魚の煮豆・ミート
ﾄｻﾗﾀﾞ・カニシュウマイ・茄
ﾀﾞ・たくあん
豆・かぼちゃの煮物・たら 風・塩辛・トマト、キュウリ ボール・ウィンナー
コン炒め・目玉焼き
サラダ・みかん
子とピーマンの味噌炒め
こ
ご飯・味噌汁・ポテトサラ ご飯・お吸い物・ベーコン ご飯・南瓜スープ・芋と人 ご飯・味噌汁・唐揚げ・里
参の炒め煮・ラーメンサラ 芋の煮物・かぶと胡瓜の
豆・たくあん・中華くらげ ダ・ミートボールの炒め物 漬物
み酒蒸し・トマト・アスパラ 噌煮・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・ポトフ・シュ ご飯・中華スープ・鶏のか ご飯・味噌汁・じゃが芋

昼 ウマイ・豚肉とキャベツの ら揚げ・かすべの煮付け・ 煮・マカロニサラダ・鶏ささ ダ・野菜炒め・茄子の味 と湯で野菜・天ぷら・煮

夕

炒め物

インゲンと芋の炒め煮

生チラシ・お吸い物・かぼ
ちゃのそぼろあんかけ・ポ
テトサラダ・インゲンとちく
わ煮

うなぎ手毬寿司・味噌汁・
かぼちゃ巾着・うど酢・天 ご飯・味噌汁・煮込みハン カレーライス・中華スー
プ・白菜の白和え・トマト
ぷら肉じゃが・もやしナム バーグ・ふろふき大根
ル

21

22

23

24

ご飯・味噌汁・キャベツ・
親子丼・味噌汁・ほうれん
ご飯・味噌汁・鶏肉と大根
シュウマイ・玉子とほうれ
草のお浸し・キャベツと天
の煮物・シュウマイ・コ
ん草の中華炒め・もやし
ぷらの煮物・みかん
ロッケ・南瓜煮
のｻﾗﾀﾞ

25

26

27

朝

ご飯・海老とソーセージの ご飯・味噌汁・ふき、鯖
ご飯・味噌汁・目玉焼き・ ご飯・味噌汁・卵焼き・鶏 ご飯・味噌汁・赤魚焼き
ご飯・味噌汁・鮭の焼き
フリッター・ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・イン 煮・だし巻き卵・茄子、
ソーセージ、アスパラベー 肉とさつま芋の煮物・わら 魚・アスパラｻﾗﾀﾞ・ゆで
魚・玉子焼き・茄子と大根
ゲンと豚肉の煮物・さつま ピーマン炒め・紅鮭焼き
びと厚揚げの煮物・レタス 卵・黒豆大根の煮物
コン炒め・たくあん
のあんかけ
魚・ウィンナー・シュウマイ
芋の甘煮

昼

チキンライス・きのこと玉
おにぎり・焼うどん・アス
子のスープ・大根とかぶ
パラサラダ・つくね
の煮物・キウイ

ご飯・味噌汁・ハンバーグ
チラシ寿司・そうめん・ア
(デミグラスソース)・ほう
スパラお浸し・かぶのそ
れん草の胡麻和え・昆布
ぼろあんかけ
と天カマ煮

夕

ご飯・天ぷらうどん・肉
カレーライス・ゆで卵・カ
じゃが・アスパラと玉子の
レーコロッケ
ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・スパゲッ
ご飯・中華スープ・シ
ご飯・味噌汁・焼肉・野菜 ご飯・味噌汁・肉と大根 ご飯・味噌汁・野菜炒め・
ティミートソース・海老フラ
チュー・もやしとインゲン
炒め・ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・胡瓜の 煮・春雨、胡瓜ｻﾗﾀﾞ・南瓜 白菜の梅肉和え・フルー
イ・長いもステーキ・イン
の炒め物・桃
ツポンチ
煮・バナナ
酢の物
ゲンと人参、天カマ煮

28

29

30

31

ご飯・味噌汁・牛乳・卵焼
ご飯・味噌汁・焼き魚・わ ご飯・味噌汁・ハムエッ
き鶏つくね・インゲンの胡
らび煮物・ほうれん草の グ・ミートボール・胡瓜の
麻和え・タラのムニエル・
酢の物・たくあん
卵とじ南瓜ぜんざい
ハッシュドポテト

朝

ご飯・味噌汁・ほうれん草
と玉子のバター炒め・豆
腐の野菜あんかけ・さつ
ま芋のｻﾗﾀﾞ

昼

ご飯・味噌汁・きのこの豚
ご飯・マカロニサラダ・鶏
肉巻きあんかけ添え・茄
三色丼・味噌汁・煮物・ほ
水炊き・鮭塩焼き・天カ
子と豚肉の煮物・もやし
うれん草の和え物
マ、エビ酒蒸し
のｻﾗﾀﾞ・バナナ、りんご

夕

ご飯・味噌汁・キャベツ
ご飯・味噌汁・すき焼き・ 親子丼・味噌汁・うどの酢
シュウマイ・かぶの煮物・ えび天とじ・味噌汁・春雨
さつま芋の甘煮・煮豆・漬 味噌和え・ほうれん草の
ｻﾗﾀﾞ・インゲンと天カマ煮
玉子とほうれん草のソ
なめ茸和え
物
テー

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
小松菜とカニカマの胡麻
和え・ほっけ焼き魚・パイ
ン、バナナ

ご飯・味噌汁・炒め豆腐・
茄子の胡麻和え・ﾎﾟﾃﾄｻﾗ
ﾀﾞ・いちご

ご飯・味噌汁・ささみの唐
おにぎり・うどん・かぶの
そば・おにぎり・大根と天
揚げ・海老とトマトのｻﾗ
煮物・味噌味の白和え・
カマの煮物・ベーコン、ア
ﾀﾞ・インゲンと天ぷらの煮
みかん
スパラ炒め・鯖塩焼き
物

