
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 7

朝

ご飯・スープ・豚、茄子炒
めスクランブルエッグ・カ
ニクリームコロッケ・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・肉団子・ホットドッグ・
胡瓜のハム巻き

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ベーコン、トマト・きんぴら
ごぼう・コーンとほうれん
草炒め・照り焼きチキン

おにぎりorパン・きんぴら
ごぼう・スープ・コーンエッ
グ・胡瓜ｻﾗﾀﾞ・ウィンナー
の中華炒め

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚ニラの卵とじ・レタス、
胡瓜のｻﾗﾀﾞ・煮豆

玉子雑炊・味噌汁・茄子と
ピーマン炒め・ハムとミー
トボール・胡瓜の朝漬け

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・シュウマイ・天カマ昆
布煮・南瓜煮・ほうれん草
の胡麻和え・チキンカツト
マトソース

昼
醤油ラーメン・炒飯・大根
と人参の煮物・中華風胡
瓜とカニカマｻﾗﾀﾞ・いちご

煮込みうどん・稲荷寿司・
茄子の肉味噌炒め・鶏肉
の野菜あんかけ煮

ご飯・味噌汁・豚肉とピー
マンの生姜焼き・人参とイ
ンゲンの胡麻和え・マカロ
ニサラダ

冷麦・お稲荷さん・天ぷ
ら・豚肉とキャベツのコン
ソメ蒸桃フルーチェ

親子丼・味噌汁・ほうれん
草の胡麻和え・かぶの甘
酢漬け・みかん缶

ミートスパゲッティ・おにぎ
りもやしの肉味噌炒め・フ
ルーツ

豚丼・ブロッコリーサラダ・
大根の煮物・味噌汁

夕
三食丼・味噌汁・餃子・小
松菜の胡麻和え・漬物・
白桃

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
鯖焼き魚・玉子豆腐

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・煮物・煮豆・大根サラ
ダ

玉子丼・ポテトサラダ・大
根と人参の煮物・味噌汁

ご飯・味噌汁・エビフライ・
ブロッコリー・野菜の卵と
じ・大根の酢漬け・煮豆

中華丼・味噌汁・白身魚・
豆腐のふわ揚げ・トマト甘
酢・茶碗蒸し・煮豆

カレーライス・味噌汁・野
菜サラダ・煮豆・たくあん
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朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ウィンナー・鯖の塩焼き・
ひじきの煮物・シューマイ

ご飯・味噌汁・コーンク
リームコロッケ・玉子焼
き・南瓜煮・ポテトサラダ・
煮豆・ウィンナー

ご飯orパン・スープ・胡瓜
のｻﾗﾀﾞ・蕗の酢味噌和
え・スクランブルエッグ・
ミートボール

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
鯖の塩焼き・ひじき煮・小
松菜と玉子の和え物

ご飯、玉子粥・味噌汁・南
瓜煮・さつま芋のｻﾗﾀﾞ・肉
団子のケチャップ煮・さん
ま梅干し煮

ご飯orパン・味噌汁・胡瓜
ｻﾗﾀﾞ・煮豆・煮物・うずら
肉団子・ウィンナー・漬物

ご飯orパン・スープ・煮
豆・目玉焼き・シュウマイ・
肉豆腐煮込み・マカロニ
サラダ・鮭焼き魚

昼
焼きそば・唐揚げ・おにぎ
り

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
キャベツとハムのｻﾗﾀﾞ・
ほうれん草の白和え

ラーメン・おにぎり・南瓜
煮・ポテトサラダ・胡瓜の
酢の物・みかん

ご飯・味噌汁・大根と豚肉
の生姜煮・里芋の煮物・
ブロッコリーサラダ

カレーライス・エビフライ・
大根サラダ・インゲンの胡
麻和え・味噌汁

稲荷寿司・冷やしラーメ
ン・大根、人参、鶏肉の煮
物

ご飯・味噌汁・焼きそば・
ポテトサラダ・ゼリー

夕
ご飯・コンソメスープ・胡
瓜のレモン和え・煮豆・
ショートパスタ

ご飯・スープ・煮豆・塩サ
バ胡瓜の胡麻和え

カレーライス・味噌汁・ｻﾗ
ﾀﾞミニハンバーグ

ご飯・コーンスープ・ﾎﾟﾃﾄ・
玉子・大根とインゲン煮・
茶碗蒸し

ご飯・肉そば・大根胡瓜ポ
ン酢・南瓜・フルーツ和え

三食丼・ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・煮豆・
煮物・味噌汁

豚丼・冷麦・長いもの煮
物・白菜の梅和え・八朔

15 16 17 18 19 20 21

朝

おじや・クラムチャウ
ダー・ほっけ焼き魚・ほう
れん草のお浸し・里芋の
煮物

ご飯・コンソメスープ・ポテ
トサラダ・トマト・さつま芋
の甘煮・鮭・昆布巻き・ひ
じき入り玉子焼き

パン・スープ・漬物・白滝
ｻﾗﾀﾞ・シュウマイ・煮物・
煮豆・スクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
南瓜の煮物・鯖の塩焼
き・照り焼きチキン・いち
ご

おじやorパン・味噌汁・ひ
じき・トマトと胡瓜の和え
物・鮭煮豆・挽肉とピーマ
ンの炒め物

ご飯・コーンスープ・ほっ
け焼き魚・胡瓜の酢の
物・だし巻き卵・ピーマン
炒め・ウィンナー・ピーマ
ン炒め・みかん

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・ニラの卵とじ・ほうれ
んの和え物

昼

かき揚げうどん・お稲荷さ
ん・長いもと天カマとイン
ゲンの煮物・桃とブルー
ベリーのゼリー和え

天丼・豚汁・ハム巻きﾎﾟﾃﾄ
ｻﾗﾀﾞ・八朔

玉子丼・味噌汁・アスパラ
とトマトのｻﾗﾀﾞ・大根と里
芋の煮物・味噌汁

おにぎり・味噌汁・お好み
焼き・ウィンナー焼き・トマ
ト・八朔・胡瓜

ご飯・スープ・ハンバー
グ・フライドポテト・生ハム
サラダ・白滝の中華和え

ご飯・味噌汁・鶏肉のあ
んかけ・ホウレン草と白菜
のお浸し

うな重・冷やしソーメン・お
でん・焼き鳥・焼きいも・
ソーセージ・スイカ

夕
ご飯・味噌汁・里芋の煮
物・鯖焼き・鶏団子のキャ
ベツ炒め

ご飯・冷やしうどん・南瓜・
なると・もやしサラダ

ご飯・かきたま汁・ほっけ
の塩焼き・ラーメンサラ
ダ・茄子とピーマンの味
噌炒め

かき揚げうどん・餃子・イ
チゴのベリーソース

カレーライス・玉子スー
プ・じゃが芋と玉葱の・豆
の煮物・野菜サラダ・冷
奴・八朔

親子丼・中華風冷麦・茄
子のトマト炒め・白桃

ご飯・おにぎり・肉豆腐あ
んかけ・鮭・温ソーメン
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朝

ご飯・味噌汁・サンマ蒲焼
き芋と天カマ煮・トマト・鶏
のから揚げ・玉子焼き・ス
イカ

ご飯orパン・南瓜サラダ・
味噌汁orスープ・豆腐と
白菜の卵とじ・ウィンナー
ソース炒め

ご飯・orパン・マカロニサ
ラダ・スクランブルエッグ・
煮豆たこさんウィンナー・
さつま芋・南瓜

玉子雑炊・味噌汁・野菜
の卵とじ・南瓜煮・ブロ
コッリーとウィンナー

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ひじき煮・煮豆・鯖の塩焼
き・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・西京焼き
魚・ほうれん草の和え物・
大根の煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・茄子、ピー
マン人参オイスター炒め・
だし巻き卵・ウィンナー鮭
焼き魚天カマ煮

昼
うな丼・ポテトサラダ・スー
プキャベツとウィンナーの
あんかけ

ご飯・煮込みハンバーグ・
芋とインゲンの煮物・トマ
トとほうれん草のｻﾗﾀﾞ・味
噌汁

かき揚げ丼・冷やしとろろ
ソーメン・ポテトサラダハ
ム巻き・さつま芋甘煮・ほ
うれん草、人参玉子焼き

ご飯・スープ・きくらげと春
雨和え・肉味噌炒め・ポテ
トサラダ

醤油ラーメン・おにぎり・
大根の煮物・アスパラサ
ラダ

冷やしソーメン・天ぷら(エ
ビ野菜、さつま芋、とろろ
芋)・南瓜のあんかけ煮

炒飯・スープ・煮物・ｻﾗﾀﾞ
オムレツ

夕
ご飯・冷やしそば・煮物・
フルーツ和え・ｻﾗﾀﾞ

冷やし中華・牛肉豆腐あ
んかけ・ご飯・味噌汁・煮
豆

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・スパゲティｻﾗﾀﾞ・
大根と天カマの味噌煮

カレーライス・玉子スー
プ・ホワイトアスパラ・胡
瓜のカニカマｻﾗﾀﾞ・トマト
の砂糖漬け

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・心太・煮豆

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・豆腐なめこあん
かけ・ポテトサラダ・トマ
ト・みかん

ご飯・味噌汁・蕗とひじき
煮豚肉と野菜炒め・ほう
れん草の胡麻和え

29 30 31

朝
ご飯・すり身汁・鮭焼き
魚・南瓜煮・ハムとポテト
フライ

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
ズッキーニの炒め物・心
太・煮豆

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
煮豆・粗挽きペッパーウィ
ンナー・塩サバ・みかん

昼

冷やしラーメン・おにぎり・
大根の肉巻きソテー・ズッ
キーニと鶏ひき肉とナルト
の煮物・胡瓜の浅漬け

ご飯・味噌汁・コロッケ・ほ
うれん草のバター炒め・
野菜和え・フルーツ・ぜ
りー

出前お寿司・ソーメン汁

夕
ご飯・味噌汁・棒棒鶏・
ほっけ焼き魚・マカロニサ
ラダ

冷やしとり天かき揚げうど
ん煮豆・おにぎり・麻婆豆
腐

さんまの蒲焼き丼・味噌
汁・煮物・ｻﾗﾀﾞ

グループホームアウル  ７ 月　献立表
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