
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

　 　 　 　 　 1 2

朝 　 　 　 　 　

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ナス、天カマ和風煮・おか
ら（ひじき入り）・卵どうふ
（もずくかけ）・牛乳

混ぜご飯・ポトフ・ホワイト
アスパラのサラダ・里芋
のカレー和え・卵焼き（と
うきび入り）・マカロニトマ
トソース

昼 　 　 　 　 　
ご飯･味噌汁・すき焼風
煮・野菜サラダ・ナスの揚
げ浸し・漬物

ご飯･カボチャ芋団子汁・
チキンカツ（付レタス）・芋
天ぷら・煮豆・煮卵（マヨ
ネーズ和え）

夕 　 　 　 　 　

ご飯･味噌汁・ソーセー
ジ、ピーマン、椎茸の炒め
物・カブ煮・ほうれん草ゴ
マ和え・キュウリ浅漬け

ご飯･味噌汁・切干大根と
いんげんの煮物・焼鮭・マ
カロニサラダ
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朝
ご飯･味噌汁・ひじき・ナス
炒め・煮豆・すじこ・バナ
ナ

人参おじや・味噌汁・ミー
トボール・オムレツ・トマ
ト、ホワイトアスパラ、キュ
ウリのサラダ・水菜豚挽き
肉さっと煮・牛乳

ご飯･味噌汁・切干大根・
里芋、野菜の挽肉あんか
け・キュウリのタラコちら
し・牛乳

ご飯・豚汁・大根人参、椎
茸の煮物・ウインナー・
キュウリ浅漬け

ご飯･味噌汁・天カマと切
干大根の煮物・生ハムポ
テトサラダ・いんげんのゴ
マ和え

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
卵焼き・じゃこ佃煮・もずく
酢・牛乳

ご飯･味噌汁・アスパラの
酢味噌和え・目玉焼き・ほ
うれん草ソテー・魚肉ソー
セージ・大根ひじきの煮
物・漬物

昼

ひじきご飯・味噌汁・ホッ
ケみりん漬・カブとりひき
煮・ふきワカメ酢みそ和
え・キャベツとハムのゴマ
サラダ

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・春雨の酢の物・漬物・
カボチャ煮物・あんみつ

炊き込みご飯・味噌汁・麻
婆豆腐・中華風野菜炒
め・漬物・フルーツ

ご飯･味噌汁・焼そば・
ホッケ焼・煮豆・漬物

ご飯･きのこシチュー・湯
豆腐・大学芋・五目天ぷ
ら・漬物

ご飯･味噌汁・ハンバーグ
（付温キャベツ、トマト、味
噌卵）・ふきと天カマの煮
物・酢物（梅しそキュウリ）

桜ちらしいなり寿司・うど
ん汁・焼鮭・ふきとワカメ
の酢味噌・アスパラ茸炒
め・フルーツヨーグルト

夕
ご飯･味噌汁・キャベツ豚
肉の味噌炒め・春菊ゴマ
和え・長芋ステーキ・佃煮

ご飯･団子汁・ホワイトア
スパラの肉まき・かすべ
煮付・ピーマンとナス炒め

ご飯・うどん・豚肉の甘味
噌炒め・竹の子、人参の
きんぴら（天カマ入り）・
キュウリと豆腐の梅しそ
和え・カボチャ、天カマの
煮物

ご飯･味噌汁・豚焼肉・温
野菜（ブロッコリー、ほう
れん草）・マーボーナス春
雨

ご飯・味噌汁・豚肉と野菜
の中華風あんかけ煮・つ
ぼ鯛焼・ところてん・なす
漬

ご飯･味噌汁・親子丼風
煮・カブ煮・マカロニサラ
ダ

ご飯･味噌汁・ししゃも焼・
にしん漬・みそおでん・長
芋梅かつお和え
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朝

サンドイッチ（ハムチー
ズ、ジャム）・茸スープ・
キャベツ、キュウリのツナ
サラダ・スパニッシュオム
レツ・大根ひじき煮・牛乳

ご飯･味噌汁・梅干・ほう
れん草お浸し・蓮根、人
参のきんぴら・ナス、ピー
マン味噌炒め

ご飯･味噌汁・だし巻き
卵・ひじき煮・山芋具だく
さん煮・漬物

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
ナス、天カマ、茸の煮物・
卵豆腐（もずくかけ）・梅
昆布・牛乳

ご飯･味噌汁・納豆・大根
人参、天カマ煮・ほうれん
草ゴマ和え・牛乳

鳥五目ご飯・味噌汁・とこ
ろてん・カブと鳥そぼろ
煮・ニラ卵とじ

ご飯･味噌汁・きんぴら・
卵焼・大根と人参の煮物・
梅干・牛乳

昼

ご飯･味噌汁・うなぎ・ナ
ス、茸の揚げ浸し・ごぼ
う、鳥挽肉のピリカラ煮・
ポテトサラダ

カレーライス・マカロニサ
ラダ・スープ・フルーツポ
ンチ

ご飯･味噌汁・玉ねぎのか
き揚げ・ふきの炒め煮・大
根とイカの煮物・白菜とほ
うれん草のお浸し

切昆布おにぎり・冷やし
中華・水餃子スープ・キウ
イ・みかん

ご飯･天ぷらうどん・四川
焼・里芋の味噌煮・ホッケ
焼

ご飯･春雨スープ・餃子・
ナスとピーマンの味噌炒
め・ホタテと大根の煮物

ご飯･つみれ味噌汁・ナス
の揚げ浸し・じゃが芋天カ
マ煮・マグロ刺身・煮豆

夕

ご飯・味噌汁・ナポリタン・
鶏肉と里芋煮・カボチャ団
子・キュウリの梅昆布和
え

ご飯･けんちん汁・焼紅
鮭・くらげサラダ・ほうれん
草と白菜の卵巻き

ご飯･味噌汁・キャベツ天
カマの油炒め・焼魚（鱈）・
高野豆腐の肉詰め・漬物

ご飯･味噌汁・ホッケ焼・カ
ボチャ煮・もずく・中華くら
げ・キュウリ和え

ご飯･味噌汁・鳥肉と野菜
の卵とじ・長芋天カマ煮・
白菜豆腐オイスター炒め

ご飯･味噌汁・きんぴら・イ
ンゲンと豚肉炒め・キュウ
リ漬物・ポテトサラダ・カ
レー風チクワ揚げ

ご飯･味噌汁・鮭しそフラ
イ・温キャベツ・ニラと玉
ねぎの卵とじ・芋と大根の
味噌煮・煮豆

　 17 18 19 20 21 22 23

朝

ご飯･味噌汁・大根とうず
らのキンピラ・ネギとえの
きの酢味噌和え・ミートオ
ムレツ（付ハム）・牛乳

ご飯･味噌汁・天カマ大
根、卵の味噌煮・もやしの
お浸し・納豆・松前漬・パ
イン缶のヨーグルト和え

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
天カマと茸の卵とじ・昆布
巻き・ジャコ佃煮・もずく
酢・牛乳

ご飯･味噌汁・カボチャ
煮・ニラ入りマーボー豆
腐・納豆・ゴールドキウ
イ・牛乳

ご飯･味噌汁・シュウマイ・
芋の塩煮・キャベツ天カマ
炒め・ほうれん草納豆和
え・牛乳

ご飯･味噌汁・卵焼・ししゃ
も・ニラ卵とじ・煮物・キュ
ウリ漬け・牛乳

ご飯･味噌汁・焼魚・ほう
れん草お浸し・おでん・ア
スパラと卵の油炒め・漬
物・牛乳

昼

いなり寿司・味噌汁・し
しゃも焼・カボチャ煮・白
菜お浸し・フルーツヨーグ
ルト和え

ご飯･味噌汁・エビフライ
（付ブロッコリー）・マカロ
ニと野菜のケチャップ炒
め・白菜お浸し

シーフードピラフ・野菜
スープ・コロッケ・白身フラ
イ・トマト、キュウリのカツ
オサラダ・大豆昆布煮豆・
カブ里芋煮

おにぎり・シチュー・大豆
煮物・トマト、ブナピー梅
サラダ・豚ジンギスカン

ご飯･味噌汁・焼魚・ラー
メンサラダ・ほうれん草お
浸し・ソーセージと天カマ
の味噌煮・里芋

鉄火丼・シジミのすまし
汁・トマト、カツオとみょう
がのサラダ・山菜煮物

穴子ご飯・しじみ味噌汁・
ゴーヤチャンプルー・もず
く酢・カボチャ煮・すもも

夕

カレーライス（付福神漬）・
ワカメスープ・はんぺんの
チーズ揚げ・冷奴・トマト・
エビとチンゲン菜の中華
風

ご飯･味噌汁・ホッケ焼・
ナス味噌和え・大根サラ
ダ

ご飯･味噌汁・焼鮭・フキ
と人参の煮物・チンゲン
菜ウインナーの中華煮

ご飯･餃子スープ・冷やし
ラーメン・大根人参、天カ
マ煮・カボチャ芋団子・し
しゃも焼

ご飯･味噌汁・チンゲン菜
とエビの中華風煮・カブ
煮・野菜サラダ・浅漬

ワカメご飯・味噌汁・すき
やき風煮込み・焼ナス・
きゅうりのえのき和え・漬
物

ご飯･ポトフ・つぼだい焼・
肉じゃが・春雨、ラーメン
サラダ・ほうれん草お浸し
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朝
ご飯･味噌汁・ひじき煮・
目玉焼（付ハム）・ニラ卵
とじ・牛乳

ご飯･味噌汁・野菜炒め・
マカロニサラダ・伊達巻・
煮豆

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
ナスと天カマの中華風卵
とじ・昆布佃煮・牛乳

ご飯･味噌汁・大根人参、
がんもの煮物・きのことほ
うれん草、ウインナーの
中華煮込み・バナナヨー
グルト・牛乳

ご飯･味噌汁・ししゃも焼・
エビチリ（ナス入り）春雨
炒め・たくあん・牛乳

ご飯（付ふりかけ）・味噌
汁・じゃが芋煮・ウイン
ナーのケチャップ炒め・ひ
じきと豆腐炒め・ピーマン
とチクワ卵炒め・牛乳

ご飯･味噌汁・ひじき煮
（人参、鳥肉）・里芋しみ
豆腐と人参の煮物・キュ
ウリと板カマのみぞれ和
え・メロンヨーグルト和え・
牛乳

昼
ご飯･味噌汁・ラーメンサ
ラダ・ししゃも焼・大豆黒
酢煮

ご飯･味噌汁・カスベ煮
魚・温キャベツのカツオ梅
干和え・ほうれん草ゴマ
和え

ラーメン・麦ご飯・餃子・ト
マト・冷しゃぶサラダ・里
芋のゴマ和え・漬物

カレーライス・大根ワカメ
スープ・水菜サラダ・カボ
チャ煮・メロン

ご飯･すいとん・カルビ焼
肉・フキの炒め物・カブ漬
物・冷奴

ご飯･味噌汁・八宝菜・
マーボー豆腐・煮物（大
根、がんも、チクワ、人
参）

ご飯･味噌汁・ラーメンサ
ラダ・大根天カマ煮・焼
鮭・昆布佃煮・浅漬

夕
ご飯･味噌汁・なめたけの
大根おろし和え・鳥肉とナ
スのトマト煮・煮物・漬物

ご飯･味噌汁・宗八焼・フ
キと天カマの炒め煮・ナス
と茸の煮物・昆布佃煮

ご飯･味噌汁・焼鮭・伊達
巻・カボチャ煮・アスパラ、
チクワと生ハムサラダ

ご飯･豚汁・春菊しらすゴ
マ和え・ニラ卵とじ・サバ
焼

ご飯･味噌汁・ホッケ焼・
なめたけおろし・切干大
根、人参、天カマ煮・バン
バンジーサラダ

ご飯･けんちん汁・天津オ
ムレツ・焼魚（付しそ、な
めこおろし添え）・水菜と
春菊の酢味噌・キュウリと
板カマ和え

ご飯・味噌汁・海鮮と野菜
の中華煮・カブと豚ひき肉
の煮物・浅漬・メロン

グループホームアウル ６月　献立表
アウルⅡ


