グループホームアウル ８ 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

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
ご飯・味噌汁・白菜とベー
ご飯・味噌汁・目玉焼き・ ご飯・味噌汁・鮭の焼き
焼き魚・玉子焼き・天カマ
コンのクリーム煮・シュウ
ウィンナー・白菜の和え 魚・ポテトサラダ・玉子焼
炒め煮豆・つくね・ほうれ
マイ水ようかん
物・大根と厚揚げの煮物 き・胡瓜の浅漬け
ん草煮びたし

朝

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・クリームコロッケ・煮
豆・胡瓜の漬物・ニラ玉

昼

味噌ラーメン・あんかけわ
ご飯・味噌汁・胡瓜とレタ
ご飯・味噌汁・エビチリ・
かめ・おにぎり・酢豚の
スのｻﾗﾀﾞ・カレーちくわと
ミートボール・キャベツと すき焼き・レタスサラダ・
もやし炒め・白菜と豚肉
ピーマンとツナの炒め物・ ポテトサラダ
の醤油炒め
煮豆

夕

ご飯・味噌汁・胡瓜とツナ
ご飯・味噌汁・親子丼・豆 冷やし中華・茄子、ピーマ ご飯・味噌汁・煮込みハン のｻﾗﾀﾞ・ほうれん草と
冷やし中華・冷麦・冷しゃ
腐のあんかけ・ゴボウの ンピリ辛炒め・さつま芋白 バーグ・大根とつくね煮・ ベーコンのバター炒め・さ
ぶ・ご飯
つま芋の煮物・茄子と
みかんとバナナ
滝煮
ｻﾗﾀﾞ
ピーマンの味噌煮

6

7

8

朝

ご飯・味噌汁・佃煮・スク
鮭ご飯・味噌汁・目玉焼 ご飯・味噌汁・鯖の味噌
ランブルエッグ・胡瓜の漬
き・蕗の煮物・マカロニサ 煮・玉子焼き・ポテトサラ
物・つくね・サンマの蒲焼
ダ・トマト
ラダ
き

昼

ご飯・味噌汁・大根の煮
物南瓜のｻﾗﾀﾞ・茄子と
ピーマンと鶏肉の味噌炒
め

夕

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
炒飯・スープ・焼きそば・
ンほうれん草の胡麻和
ニラの玉子とじ・みかん
え・とうきび

13

ご飯・味噌汁・茄子のハン
ご飯・味噌汁・すき焼き・
バーグ・レタスマヨ・ﾎﾟﾃﾄ
カレーコロッケ・トマトと胡
チーズカツ・胡瓜ｻﾗﾀﾞ・焼
瓜のｻﾗﾀﾞ・南瓜の煮物
肉炒め

14

9

10

カレーライス・玉子とネギ
のスープ・大根と人参の
煮物・レタスと胡瓜のｻﾗ
ﾀﾞ

11

チラシ寿司・お吸い物・も
やしと挽肉の炒め物・ほう
れん草とちくわのなめ茸
和え

12

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
ご飯・味噌汁・茄子、ピー
ご飯・味噌汁・天カマとか
おじや・味噌汁・ほっけ焼
チーズハムカツ・ウィン
マン炒め・ひじき煮・ウィ
ぶのみそかけ・ミートボー
ナーと小松菜の炒め物・ き大根、里芋の煮物
ンナー・切り干し大根・玉
ル・トマト
切り干し大根
子焼き・スイカ
鮭丼・春雨スープ・きのこ
ご飯・味噌汁・コロッケ・
あんかけ・インゲンと茄子
キャベツと豚肉炒め・白
のポン酢炒め・トマトサラ
菜のお浸し・スイカ
ダ

おにぎり・ニラスープ・さつ ご飯・味噌汁・ハンバー
ま芋フライ・茄子とピーマ グ・ほうれん草のなめ茸
和え・南瓜煮
ン炒め・うどん・メロン

ご飯・味噌汁・小松菜の
ご飯・味噌汁・大根の煮 ご飯・味噌汁・肉じゃが・
親子丼・スープ・胡瓜の漬 ご飯・味噌汁・サンマ蒲焼 胡麻和え・マイタケと豚肉
物・鶏肉の炒め物・エビと 茄子とピーマン炒め・胡
の炒め物・胡瓜とハムの
物・ポテトサラダ
き・茄子炒め・肉じゃが
瓜とツナのｻﾗﾀﾞ
ピーマンの塩あんかけ
ｻﾗﾀﾞ・茄子の味噌煮

15

16
ご飯・味噌汁・スクランブ
ルウィンナー入り・蕗の煮
物・ラーメンサラダ・酢の
物

17

18

19

ご飯・味噌汁・ささぎと芋
ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ご飯・味噌汁・茄子としし の煮物・ほっけ焼き魚・
ダ・ひじき煮・玉子焼き・
唐の炒め物・ポテトサラ ソーセージ・鶏のから揚
じゃが芋とツナ炒め・胡瓜
ダ・ミートボール・カニカマ げ・玉子焼き・フルーツポ
の浅漬け
ンチ

朝

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
ご飯・コーンスープ・ハム・
ご飯・味噌汁・鮭の焼き
魚・南瓜煮・大根、天カマ
茄子と豆腐のあんかけ・
魚・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・目玉焼
の味噌たれかけ・シュウ
アスパラとカニｻﾗﾀﾞ
き・ミニトマト
マイ・たらこ

昼

エビとじ丼・そうめん・胡
瓜の酢の物・メロン

夕

カレーライス・スープ・茄
ご飯・味噌汁・蒸茄子・さ
ご飯・味噌汁・鮭フライ・ カレーライス・玉子スー
子、ピーマンのオイスター ご飯・味噌汁・サンマ蒲焼 ご飯・味噌汁・すき焼き・
えびとじ丼・おでん風大根
つま芋の煮物・豚肉とレタ
大根の煮物・スイカ、ぶど プ・南瓜団子・茄子、ピー
炒め・南瓜の甘煮・トマト・ き・じゃが芋の煮物・切り 胡瓜の酢の物・小松菜の
煮味噌汁・バナナゼリー
スの味噌炒め・パイナッ
マン、人参炒め
う
お浸し
胡瓜の酢の物・ポテトサ 干し大根
プル
ラダ

20

ご飯・味噌汁・しゃぶしゃ ご飯・味噌汁・生姜焼き・ ご飯・味噌汁・大根の煮
ぶ炒め・胡瓜とみかんの 蕗とシーチキンと人参の 物・鶏肉とエビの揚げ炒
め・すいみつ
煮物・桃
漬物・バナナ

21

22

23

おにぎり・ミートスパゲッ
ご飯・味噌汁・しし唐ハン
ご飯・味噌汁・野菜炒め・
ティ・ほうれん草スープ・
バーグ・ブロッコリーサラ
ブロッコリーサラダ・南瓜
大根の煮物・メンチカツの
ダ・茄子と鶏肉炒め・ス
の煮物
玉子とじ
イーツ

24

25

26

朝

ご飯・コーンスープ・さつ
ま芋とブロッコリーのク
リーム煮・シュウマイ・ハ
ムソテー

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ご飯・味噌汁・さつま芋ｻﾗ ご飯・味噌汁・豆腐ハン ご飯・味噌汁・紅鮭・茄
おじや・味噌汁・鯖焼き
チキンマヨネーズカツ・茄
マカロニサラダ・大根の煮
魚・大根の煮物・マカロニ ﾀﾞ玉子焼き・胡瓜の酢の バーグ・玉子豆腐のあん 子、人参炒め・玉子焼き・
子蒸スクランブルエッグ・
物・ほうれん草炒め
かけ・煮豆・リンゴゼリー 筑前煮・切り干し大根
物
サラダ
紫蘇巻き

昼

おにぎり・うどん・いんげ
んとしらたきの煮物・桃

海老丼・味噌汁・肉ロー
ルフライ・野菜炒め・煮
豆・桃

夕

チャーシュー丼・味噌汁・
ご飯・味噌汁・コロッケ・カ
ご飯・味噌ラーメン・ほう
大根の煮物・ウィンナー
冷やし中華・おにぎり・大
ニカマ・里芋の煮物・切り
れん草のなめ茸和え・南
炒め・ひじき煮・トマトサラ
根と挽肉煮・みかん
干し大根
瓜の煮物
ダ

27

28

豚丼・マカロニスープ・も
やしと玉子の炒め物・ほう
れん草の胡麻和え・胡瓜
と玉葱のサラダ・みかん

29

キーマカレー・揚げ豆腐
おにぎり・玉子スープ・さ
野菜カレー味噌汁・ポテト
ご飯・味噌汁・茄子のハン
のあんかけ・ほうれん草
んまとおろしそうめん・南
サラダ・温野菜・ホワイト
バーグ・小松菜としめじ和
のたらこ和え・胡瓜とみか
瓜そぼろあんかけ・豚肉
アスパラ・南瓜コロッケ
え桃
んの酢の物
のさっぱり和え

30

ご飯・味噌汁・茄子と白菜
の味噌煮・ベーコンとほう 鶏の照り焼き丼・冷やし
れん草のバター和え・さ 中華風そうめん・黄桃
つま芋煮フルーツ

31

朝

ご飯・味噌汁・牛カルビマ
ご飯・味噌汁・玉子焼き・ ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・ ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ヨネーズ・白菜のｻﾗﾀﾞ・ス
切り干し大根・ひじき煮・ 大根とインゲンの煮物・ポ ほうれん草のなめ茸和
ダ・玉子豆腐の野菜あん
クランブルエッグ・金時
え・大根の煮物
テトサラダ
南瓜煮・鶏照り焼き
かけ・大根の煮物
豆・ひじき煮

昼

ご飯・味噌汁・ハンバー
おにぎり・ミートスパゲッ
お好み焼き・おにぎり・煮 グ・きのことソーセージ和
ティ・肉団子と茄子の炒
え・ポテトサラダ・とうきび
豆ｻﾗﾀﾞ・トマト
め物・きのこの味噌煮
バター炒め

夕

ご飯・味噌汁・茄子、ピー
ご飯・えのきぬ肉巻き・ざ ご飯・ポトフ・煮込みハン
ご飯・味噌汁・ジンギスカ
マン、人参オイスター炒
んぎ・豆腐とほうれん草 バーグ・マカロニサラダ・
ンフルーツポンチ
め・大根おろしなめこ和
スイカ
の炒め煮・うなぎ
え・南瓜甘煮・蕗煮物

牛丼・味噌汁・じゃが芋と
挽肉の炒め物・みかんと 外食 回転寿司
胡瓜の酢の物
ご飯・味噌汁・鮭ホイル焼
き心太・胡瓜、みかんの
酢の物・南瓜煮・かぶ筑
前煮

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・ﾎﾟﾃﾄ・ゆで卵・茄
子炒め

