
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・つくね・トマ
トポテトサラダ・ニラの卵
焼き・胡瓜の浅漬け

ご飯・中華スープ・鶏そぼ
ろとかぶのあんかけ・カス
べの煮付け・シュウマイ・
ブルーベリー

ご飯・味噌汁・ベーコン入
りスクランブルエッグ・肉
入り野菜炒め・マカロニｻ
ﾗﾀﾞ

昼
ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ブロッコリーサラダ紫
蘇味噌漬物

おにぎり・天丼そば・レタ
スｻﾗﾀﾞ・茄子のぽん炒
め・たくあん・インゲン豆
のオイスター炒め

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
トマトとツナのｻﾗﾀﾞ・カ
レーコロッケ

夕
天丼・ほうれん草の白和
え・そうめん汁・ブルーベ
リー、ラズベリー

ご飯・味噌汁・豚肉と玉葱
の炒め物・ほうれん草の
お浸し・大根と人参の煮
物・フルーツ

カレー・スープ・ほうれん
草のバター炒め・煮豆・み
かん

2 3 4 5 6 7 8

朝
ご飯・味噌汁・さつま芋の
ｻﾗﾀﾞ・鮭の焼き魚・ピーマ
ンと天ぷら炒め

ご飯・味噌汁・海老とソー
セージのフリッター・ほう
れん草とコーンの卵焼き・
佃煮・トマトとハム

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
蕗の煮物・春雨ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・オムレツ・ポテトサラ
ダ・ウィンナー・さつま芋
甘煮・細昆布煮付け

ご飯・味噌汁・卵焼き・胡
瓜の浅漬け・茄子と天カ
マ炒め・鮭の焼き魚

おじや・味噌汁・煮物・ス
パゲッティサラダ

ご飯・味噌汁・豚肉の煮
物・焼き魚・ほうれん草の
なめ茸和え・ウィンナー・
トマト・胡瓜

昼

焼き鯖丼・味噌汁・おから
煮ジャーマンポテト・キャ
ベツと昆布の浅漬け・バ
ナナ、イチゴ

ご飯・味噌汁・茄子のあ
んかけ・ポテトサラダ・さ
んまときのこ炒め・桃、バ
ナナ

ご飯・味噌汁・八宝菜・大
根の煮付け・バナナフ
ルーツ

お稲荷さん・冷や麦・ほう
れん草の胡麻和え・コー
ルスローサラダ

ご飯・シジミ汁・ほうれん
草のあんかけ・バラ肉とき
のこ炒め・桃

塩ラーメン・炒飯・さんまと
トマト炒め・ポテトサラ
ダ・、桃

親子丼・味噌汁・茄子と
ピーマンの油炒め・スパ
ゲッティサラダ

夕
ご飯・味噌汁・和風茄子
麻婆・ほっけと大根おろ
し・いちごとバナナ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ラーメンサラダ・かぶ
の煮物

エビ重・味噌汁・さつま芋
甘煮・冷やしラーメン

ご飯・味噌汁・コロッケ・豆
腐のあんかけ・白菜のお
浸し

ご飯・味噌汁・鯖の塩焼
き・揚げ茄子・大根の煮
物

そうめん・天ぷら・胡瓜の
酢の物・かきたま汁

カレーライス・玉子スー
プ・ポテトサラダ・煮豆・パ
イナップルとバナナ

9 10 11 12 13 14 15

朝

ご飯・味噌汁・照り焼き
ミートボール・煮豆・チー
ズハムカツ・おから煮・ひ
じき

ご飯・味噌汁・牛乳・筑前
煮ひじき煮・オムレツ・大
根煮

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・ポテトサラダミート
ボール・胡瓜とキャベツの
浅漬け

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ミートボール・さ
んまの蒲焼き・ウィンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・野菜
入り卵焼き・大根、天カマ
煮・煮豆・紅鮭焼き魚・
ソーセージ

おじや・味噌汁・茄子の味
噌炒め・赤魚焼き魚

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・豆腐のあんかけ・ほう
れん草のなめ茸和え

昼
冷や麦・天ぷら(さつま
芋、ピーマン)・バナナ・ト
マト

おにぎり・ソーメン・バラ肉
ときのこのあんかけもや
し

ペペロンチーノ・おにぎり・
玉子スープ・芋の甘辛煮・
煮豆

冷やしラーメン・稲荷寿
司・ハーブの味噌汁・大
根、ブロッコリー、天カマ、
鶏肉の炒め物・バナナ

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
春巻き・肉団子・桃

ご飯・味噌汁・焼うどん・
ピーマンきんぴら・みかん

チラシ寿司・冷や麦・オニ
オンライス・唐揚げ

夕
お好み焼き・おにぎり・味
噌汁・心太・バナナ・みか
ん

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
胡瓜とカニカマの酢の物・
ブロッコリーの炒め物

ご飯・味噌汁・豚肉の味
噌炒め・目玉焼き・大根
の煮物

カレーライス・ポトフ・煮
豆・茄子、ピーマンの煮び
たし・胡瓜、みかんの酢
の物

ざるそば・ズッキーニの煮
物・フルーツポンチ

チラシ寿司・そうめん・くら
げと胡瓜の和え物・玉子
焼き

ご飯・味噌汁・キャベツと
豚肉のオイスター炒め・
ほうれん草のなめ茸和え
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朝
ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
玉子焼き・茄子の漬物

ご飯・味噌汁・大根と天カ
マ煮・鶏ひき肉と茄子炒
め・小松菜の卵とじ

おじや・味噌汁・鯖焼き
魚・ズッキーニ、ウィン
ナー炒め・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・茄
子、ピーマンの味噌炒め・
ほっけ焼き魚・シュウマ
イ・ささぎ、人参煮・さくら
んぼ

ご飯・味噌汁・胡瓜の漬
物・キャベツ炒め・粗挽き
ウィンナー

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
トマト・ほっけ焼き魚・紫
蘇巻き・ポテトサラダ・バ
ナナ

昼

ご飯・ニラ玉スープ・キャ
ベツシュウマイ・トマト・紫
蘇実漬け・天カマと昆布
の煮物・春雨ｻﾗﾀﾞ・みか
ん、桃

ご飯・味噌汁・キャベツと
ソーセージのマヨ炒め・フ
ルーツ、ﾎﾟﾃﾄ、胡瓜のｻﾗ
ﾀﾞ

ご飯・スープ・旨たれの豚
もやし・小松菜のチャンプ
ルー人参と胡瓜のｻﾗﾀﾞ・
むね肉のから揚げ

キーマカレー・玉子スー
プ・芋団子・煮豆・紫蘇の
実・フルーツ

牛丼・味噌汁・ポテトサラ
ダ・かぶの煮物・煮豆・フ
ルーツ

冷やしラーメン・大根と人
参もやしとブロッコリーの
ｻﾗﾀﾞ

家族会　焼き鳥・焼きそ
ば・うな丼・ソーメン・ソー
セージ稲荷寿司・チョコバ
ナナ

夕
ご飯・味噌汁・クリームコ
ロッケ・きんぴらごぼう・茄
子とピーマンの炒め物

ご飯・野菜スープ・煮込み
ハンバーグ・じゃが芋のき
んぴら・アスパラ缶・トマト

ご飯・味噌汁・焼肉・つく
ね・白菜とほうれん草の
なめ茸和え・大根の煮物

豚丼・温野菜・漬物・ふき
煮とうきび・味噌汁

ご飯・味噌汁・鶏ごぼう・
ほうれん草のお浸し

ご飯・玉子コロッケ・鶏肉
のポトフ・しらすと椎茸の
バター炒め・胡瓜の漬物・
フルーツ

ご飯・味噌汁・キャベツと
ハムのｻﾗﾀﾞ・さつま芋の
甘煮鯖焼き魚

23 24 25 26 27 28 29

朝
ご飯・味噌汁・エビマヨ和
え・煮豆・玉子焼き・ほう
れん草のお浸し

鮭ご飯・味噌汁・目玉焼
き・ウィンナー・蕗の煮物・
マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・茄
子、ピーマン炒め・天カマ
炒め・紅鮭焼き魚・シュウ
マイ・目玉焼き

ご飯・味噌汁・天カマ炒
め・ささみチーズカツ・レタ
ス、ハム炒め・たくあん

ご飯・味噌汁茄子の味噌
炒め・ほうれん草入り玉
子焼きウィンナー

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・シュウマイ・大
根、天カマ煮・目玉焼き・
茄子、ピーマン炒め

おじや・味噌汁・大根の煮
物・春雨サラダ

昼
玉子海苔巻き・豚汁・冷
や麦・スイカ

ご飯・ハンバーグ・ピーマ
ンと塩昆布炒め・キャベツ
のスープ・フルーツ

ご飯・おにぎり・味噌汁・
春雨焼きそば・みかん、
桃

ご飯・すまし汁・ロール
キャベツ・ハムのチーズ
巻き・キャベツのお浸し・
フルーツヨーグルト

ご飯・すまし汁・トマトと胡
瓜のｻﾗﾀﾞ・きのこと鶏肉
の炒め物・バナナ

豚丼・味噌汁・人参と大根
のあんかけ

ご飯・味噌汁・餃子・揚げ
の袋煮・冷奴・桃缶

夕
ご飯・味噌汁・すき焼き・
胡瓜の酢の物・心太

夏野菜カレー・煮豆・ポテ
トサラダ・スイカ

ご飯・味噌汁・玉子豆腐・
鶏肉と大根の煮物・焼き
茄子・キャベツ炒め

ご飯・味噌汁・鶏肉のカ
レーマヨ味・大根の煮物・
トマトと胡瓜のｻﾗﾀﾞ

ご飯・冷麦・ニラ玉とじ・宗
八焼き魚・胡瓜の酢の
物・すいか

生姜焼き丼・味噌汁・白
菜の和え物・胡瓜の漬物

カレー・スープ・白菜のお
浸し・青梗菜としめじ炒
め・スイカ

グループホームアウル  ７ 月　献立表
アウルⅠ


