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30 1

朝

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
赤魚焼き魚・キャベツ、天
カマ炒め・豚肉とピーマン
オイスター炒め

ご飯・味噌汁・トマトの砂
糖漬け・蕗と天カマの煮
物・南瓜の煮付け・スクラ
ンブルエッグ

昼

ご飯・味噌汁・鶏肉のチー
ズはさみ揚げ・じゃが芋と
舞茸の炒め・ミニフランク
フルト・漬物

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・鶏肉、じゃが芋、舞茸
炒め・胡瓜、人参、大根
の酢の物・フルーツ

夕

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・ホワイトアスパラバ
ター炒め・長いもの梅肉
和え・心太

ご飯・味噌汁・シチューハ
ンバーグ・うどの酢味噌
和え・フルーツ入りフルー
チェ・煮豆

2 3 4 5 6 7 8

朝

ご飯・味噌汁・メバル焼き
魚・白菜とソーセージの
玉子とじ・南瓜のいとこ
煮・胡瓜とシーチキンの
酢の物

ご飯・味噌汁・サケ焼き
魚・ニラの玉子とじ・ほう
れん草、白菜のお浸し・え
びシュウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
ま粕焼き・南瓜の甘煮・天
カマの炒め物・鶏むね肉
の照り焼き・バナナ

ご飯・味噌汁・豚バラ大根
炒め煮・煮豆・スクランブ
ルエッグ・ほうれん草のお
浸し

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まのしぃうが焼・キャベツ
の天カマの炒め物・ささみ
のチーズフライ・玉子焼
き・チーズポテト

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
キャベツ、ウィンナー炒
め・白菜のなめ茸和え・
煮豆

ご飯・味噌汁・天カマと里
芋の煮物・スクランブル
エッグ・煮豆・ソーセージ
のケチャップ炒め・トマト
の砂糖漬け

昼
稲荷寿司・味噌汁・鶏肉
のチーズはさみ揚げ・餃
子・フルーツ

ご飯・味噌汁・野菜の肉
巻き・マカロニサラダ・天
カマの炒め物

ご飯・味噌汁・鶏肉のチー
ズはさみ揚げ・大学芋・フ
ルーチェ・ラーメンサラダ

ご飯・味噌汁・さつま芋の
肉巻きフライ・茄子とピー
マンの味噌炒め・ほうれ
ん草のナムル

かき揚げうどん・稲荷寿
司・チーズ入りニラ焼き・
ほうれん草の胡麻和え・
フルーツ

ご飯・味噌汁・ニラハン
バーグ・ジャーマンポテ
ト・豚肉、白菜ミルフィー
ユ・生ハム、玉葱のマリネ

ご飯・ソーメン汁・揚げ出
し豆腐・焼きそば・野菜サ
ラダ

夕
ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・里芋の煮物・大
根サラダ

かき揚げ丼・三平汁・お
麩揚げ・ポテトチーズロー
ル

ご飯・スープ・鶏肉とじゃ
が芋の中華炒め・茄子の
オイスター炒め・大根と胡
瓜の梅和え

鯖チラシ・すまし汁・炒り
豆腐・白菜ののり和え

ご飯・冷やし中華・南瓜の
煮物・フルーツゼリー和え

キーマカレー・スープ・
キャベツ、胡瓜のレモンｻ
ﾗﾀﾞ・みかん

生姜ご飯・味噌汁・ロール
キャベツ・芋団子
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・豚肉
と野菜の炒め物・エビシュ
ウマイ・紅鮭焼き魚

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・ピーマン、豚肉炒
め・ひじき煮・焼き鯖

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・白菜のお浸し・蕗の煮
物

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・目玉焼き・大根、
天ぷら煮・茄子焼き・ポテ
トサラダ

ご飯・スープ・牛乳・スパ
ムのケチャップ炒め・トマ
トの砂糖漬け・南瓜の煮
物・バナナとブルーベリー
のはちみつ和え・玉子豆
腐

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・さんまの生姜焼き・
グラタン・蕗の煮物・ほう
れん草ののり和え・ブ
ルーベリーヨーグルト

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼き魚・ほうれん草の胡
麻和え・ニラ玉ねぎ玉子
とじ・里芋、大根煮物

昼
三食丼・味噌汁・豚肉と舞
茸炒め・春雨サラダ

ちらし寿司・味噌汁・南瓜
のいとこ煮・エビとじゃが
芋のフライ・フルーチェ

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・シチュー・茄子とピー
マン炒め・フルーツ

ご飯・味噌汁・肉団子の
野菜スープ煮・酢の物・野
菜と豚肉の炒め物・フ
ルーチェ

冷やしラーメン・茄子と天
カマの煮物

かき揚げうどん・稲荷寿
司・ほうれん草の白和え

ご飯・味噌汁・さつま芋の
肉巻き・昆布と椎茸の煮
物・スパゲティ・スイカ

夕
ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・大根、天カマ煮・野菜
炒め

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・ほうれん草の胡麻
和え茄子とピーマンの味
噌和えフルーツポンチ

ご飯・味噌汁・焼きそば・
南瓜団子・大学芋・トマト・
キウイフルーツ

キーマカレー・みかんゼ
リーポトフ・インゲンの和
え物

ご飯・味噌汁・マスのホイ
ル焼き・もやしの炒め物・
ウィンナー

カレーライス・フルーツポ
ンチ

ご飯・味噌汁・カニカマ玉
子・大根天カマ煮・ハン
バーグ
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朝

ご飯・味噌汁・天カマ、
キャベツ煮・サンマ蒲焼
き・もやし豚肉炒め・牛肉
コロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳スクラ
ンブルエッグ・南瓜の煮
物・肉団子・タケノコ炒め
煮

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
玉子焼き・納豆・里芋の
煮物・ほうれん草の和え
物

ご飯・味噌汁・牛乳・チーズ
入りスクランブルエッグ・紅鮭
焼き魚・あげ芋・茄子のはさ
み揚げ・ブルーベリーヨーグ
ルト・ほうれん草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・牛乳・南瓜
の煮物・大根とツナの煮
物・キウイ・トマトの砂糖
漬け・煮豆

ご飯・味噌汁・小松菜と肉
炒め・カニカマ・天カマ、
キャベツ煮・すじこ・鯖の
味噌煮

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚タケノコとズッキーニの
卵とじ・心太・納豆

昼

キーマカレー・春雨サラ
ダ・ニラ玉スープ・大根サ
ラダ・みかんと桃のゼリー
和え

ご飯・味噌汁・鶏のから揚
げ・蕗の炒め物・大葉とち
くわの天ぷら・トマト、ブロ
コッリーｻﾗﾀﾞ

おむすび・うどん・鶏と舞
茸いも炒め・唐揚げ・野菜
サラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・ソースカツ
丼豚肉と白菜のミル
フィーユ・大学芋・スイカ

ご飯・味噌汁・肉団子・ナ
ポリタン・野菜ｻﾗﾀﾞ

冷やしラーメン・おにぎり・
エビシュウマイ・ポテトサ
ラダ・みかん

お弁当・味噌汁

夕

ご飯・中華スープ・胡瓜と
ちくわの和え物・茄子と
ピーマンのオイスター炒
め・焼き餃子

生姜焼き丼・味噌汁・ホワ
イトアスパラ丼・心太

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・豆腐チャンプルー・長
いもステーキ

三食丼・ワカメスープ・和
風サラダ・タケノコ、かつ
お節炒め

ご飯・味噌汁・餃子・蕗、
天カマ、大根の煮物・マカ
ロニサラダ

ご飯・うなぎ・味噌汁・か
ぶの煮物・小松菜の和え
物

ご飯・シチュー・大根の卵
とじ・冷やしトマト
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朝

ご飯・コーンスープ・玉子
焼き・カスペの煮付け・さ
つま芋のｻﾗﾀﾞ・豚肉と野
菜の炒め物

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・目玉焼き・味付け
ラム・切り干し大根

ご飯・味噌汁・牛乳・筑前
煮紅鮭焼き魚・ポテトサラ
ダ・だし巻き卵・タケノコ、
蕗煮・

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
オニオンｻﾗﾀﾞ・茄子、ピー
マンの味噌炒め

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・たこさんウィン
ナー・ほうれん草の和え
物・煮豆焼き魚

生姜ご飯・味噌汁・紅鮭
焼き魚・グラタン・茄子の
味噌炒め・玉子焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・ポパ
イサラダ・鮭・漬物・ソー
セージ炒め・オムレツ

昼
ソースカツ丼・味噌汁・白
菜のミルフィーユ・春雨サ
ラダフルーチェ

肉団子カレー・ニラと玉子
のスープ・玉葱のドレッシ
ング和え・バナナとみか
んのフルーチェ

ご飯・味噌汁・エビフライ・
ほうれん草の白和え・南
瓜のいとこ煮・フルーツ

海老丼・味噌汁・もやしの
ｻﾗﾀﾞ・鶏団子とズッキー
ニの甘酢あんかけ

ソースカツ丼・味噌汁・ス
パゲッティ・白菜のミル
フィーユ

ご飯・玉子スープ・ラム肉
の野菜巻き・春雨の和え
物・野菜炒め

稲荷寿司・かき揚げうど
ん、そば・大学芋・餃子

夕
五目釜飯・肉じゃが・ソー
ス焼きそば・白花豆

ご飯・味噌汁・天カマとわ
かめの炒め・マカロニレモ
ンｻﾗﾀﾞ・太麺やきそば

五目釜飯・味噌汁・里芋
の煮物・餃子・胡瓜の酢
の物黄桃

ご飯・味噌汁・ブロコッ
リーと椎茸のチーズ焼き・
マカロニサラダ・唐揚げ

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・新玉ねぎのｻﾗﾀﾞ・厚揚
げと白菜のトロトロ煮

うな丼・すり身汁・大根煮
物ホワイトアスパラ・レタ
スｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・きのこ、ほうれん草玉
子とじ蕗と厚揚げの煮物

グループホームアウル 　6月　献立表
アウルⅡ


