
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

朝

ご飯・味噌汁・ほうれん草
の玉子とじ・インゲンと人
参の炒め物・鮭焼き魚・
茄子とピーマンの味噌炒
め・カニコロッケ

はらこ飯・味噌汁・スィー
トポテトコロッケ・野菜炒
め・煮豆・べったら漬け

ご飯・味噌汁・蕗と天ぷら
の煮物・白身魚のフライ・
桃のヨーグルト

ご飯・味噌汁・人参しりし
り・小松菜、ベーコンオイ
スター炒め・エビコロッケ・
鯖焼き魚・ズッキーニの
和え物

ご飯・味噌汁・肉団子の
甘酢かけ・コーンクリーム
コロッケ・シュウマイ・シー
チキンサラダ

サンドイッチ・牛乳・目玉
焼きコロッケ・ウィンナー、
ピーマン炒め・ミートボー
ル

昼
うな丼・味噌汁・里芋と肉
団子の煮物・白菜のなめ
茸和え

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・春雨サラダ・小松
菜の卵とじ

ご飯・天ぷらそば・南瓜
煮・麻婆揚げ豆腐

焼きそば・オニオンスー
プ・アスパラカニカマ和
え・おにぎりフルーツポン
チ

稲荷寿司・冷やし中華風
冷麦・里芋の煮物

おにぎり・醤油ラーメン・
大根と人参の煮物・カニ
クリームコロッケ

夕
ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・里芋の煮物・オニオ
ンｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・鶏肉と茄子
の煮物・ニラ玉・豆腐とカ
ニカマの和え物

ご飯・味噌汁・デミハン
バーグ胡瓜、カニカマｻﾗ
ﾀﾞ・冷奴・ゼリーとバナナ
フルーツ

ご飯・味噌汁・ちゃんちゃ
ん焼き・胡瓜の酢の物・
煮豆

牛丼・味噌汁・茶碗蒸し・
煮豆・漬物

豚バラスタミナ丼・味噌
汁・ほうれん草の胡麻和
え・漬物
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朝
ご飯・味噌汁・サバみりん
漬け焼き魚・蕗と里芋の
煮物・ナゲット・白桃

ご飯・味噌汁・茄子と鶏肉
のトマト煮・蕗と天カマの
油炒め・桃のヨーグルト

ご飯・スクランブルエッグ・
茄子焼き・鯖焼き・煮物

ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
の味噌煮・さつま芋のき
んぴら・カニカマ入り玉子
豆腐

ご飯・味噌汁・赤魚みぞ
れ焼き・ほうれん草、ベー
コンの炒め物・茄子とピー
マンの味噌煮

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・蕗の煮物・パインとみ
かんのヨーグルト

ご飯・味噌汁・牛乳・タラ
甘酢あんかけ・目玉焼き・
シュウマイ・カニクリーム
コロッケ

昼
ミートスパゲッティ・味噌
汁・煮物・マカロニサラダ・
フルーチェ

ご飯・スープ・カレーライ
ス・フルーツゼリー

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
芋ｻﾗﾀﾞ・焼うどん

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・里芋の野菜の煮物・フ
ルーチェ

稲荷寿司・天ぷらうどん・
ほうれん草のお浸し・南
瓜コロッケ

ご飯・味噌汁・コロッケ・冷
奴春雨サラダ

ご飯・味噌汁・サバみぞ
れ煮さつま芋コロッケ・
シーチキン和え・南瓜煮

夕

ご飯・味噌汁・大根と鯖の
味噌煮・ほうれん草の玉
子炒め豆腐とカニカマの
和え物

チラシ寿司・お吸い物

ご飯・味噌汁・キャベツと
豚肉の玉子とじ・人参き
んぴら・ほうれん草とツナ
のポン酢和え

ごぼう混ぜご飯・味噌汁・
餃子・野菜炒め・べったら
漬け

ご飯・味噌汁・和風天津・
キャベツと豚肉の煮物・
大根とツナのｻﾗﾀﾞ

カレーライス・コロッケ・胡
瓜、カニカマなめ茸和え・
ブルーベリー

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・ほうれん草のお浸し
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朝
ご飯・味噌汁・真鱈の煮
つけチーズオムレツ・ひじ
きの煮物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
茄子の肉炒め・里芋の煮
物・大根の粕漬け

ご飯・味噌汁・サバの味
噌煮サツマイモの煮物・
煮豆

ご飯・味噌汁・紅サケ焼き
魚トンカツ・茄子の炒め煮

ご飯・味噌汁・赤魚の西
京焼き・竹の子と里芋の
煮物・ホワイトアスパラ

ご飯・味噌汁・肉団子と
ピーマンのトマト煮・にら
玉・桃のヨーグルト

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・サンドイッチ・トマト
の甘漬け・春様サラダ・
ウィンナー炒め

昼
ご飯・豚汁・タラのフライ・
アスパラベーコン炒め・ひ
じきの煮物

ご飯・味噌汁・煮物・唐揚
げ卵サラダ・フルーチェ

三食丼・味噌汁、・マカロ
ニサラダ・エビチリソース

焼きそば・おにぎり・卵
スープ・かぼちゃの煮物・
かぶとキュウリの漬物

ご飯・かぼちゃのポター
ジュデミソースハンバー
グ・キャベツの卵とじ・桃
缶フルーツ

かつ丼・味噌汁・春雨サラ
ダ茄子の煮びたし

親子丼・味噌汁・胡瓜、み
かん酢の物・フルーチェ

夕
三色丼・味噌汁・冷やし中
華

ご飯・味噌汁・鶏肉と玉ね
ぎの卵とじ・茄子の煮び
たし・ほうれん草とツナの
ポン酢和え

ご飯・味噌汁・エビフライ・
ポテトスライスチーズベー
コンイン焼き・サラダ

ご飯・味噌汁、・鶏肉の照
り焼き・麻婆茄子・心太

ご飯・味噌汁・ジャガイモ
のひき肉あんかけ・茄子
の煮びたし・長いもの梅
和え

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・ひじきの煮物・か
ぼちゃ煮

混ぜご飯・漬物・シ
チュー・大根サラダ

21 22 23 24 25 26 27

朝

ご飯・味噌汁・サケ焼き
魚・チーズオムレツ・巾
着・もやし炒め・カニク
リームコロッケ

ご飯・味噌汁・コーンク
リームコロッケ・ささぎと里
芋の煮物・目玉焼き・ほう
れん草のなめたけ和え

ご飯・味噌汁・大根と鶏そ
ぼろあんかけ・ピーマン
の炒め煮・みかん、パイ
ナップルのヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・うましおナ
ゲット・目玉焼き・鯖缶味
噌煮大根おろし添え・煮
豆・漬物

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
アスパラとベーコンの醤
油バター炒め・竹の子の
煮物

ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
の味噌煮・和風天津・み
かん、パインのフルーチェ

サンドイッチ・南瓜のポ
タージュ・茄子のケチャッ
プ炒め・トマトの甘酢

昼
おにぎり・醤油ラーメン・
黒豆チーズポテト・かぶ
の煮物

幕ノ内弁当
チキンカレー・マカロニサ
ラダコンソメスープ

ご飯・味噌汁・かに玉・鮭
フライ・フキの煮物・茄子
とひき肉のあんかけ

ご飯・味噌汁・ハムカツ・
ハンバーグ・かぼちゃの
いとこ煮・生酢

ご飯・味噌汁・マカロニグ
ラタン・ふわふわハンバー
グ・里芋の煮物

ミートスパゲッティ・おにぎ
り・オニオンサラダ・生酢・
キノコスープ

夕
はろこ飯・味噌汁・大学
芋・春雨サラダ・たくあん

ご飯・味噌汁・じゃがいも
と豚肉の煮物・茄子の炒
め物ほうれん草とカニカ
マの和え物

チーズチキンカツ・エビと
マイタケのデミソース煮・
大根サラダ・卵スープ

豚丼・うどん・豆腐そうめ
ん

ご飯・味噌汁・茄子とウィ
ンナーのケチャップ煮・ほ
うれん草の卵炒め・白菜
のおひたし

ご飯・味噌汁・青椒肉絲・
ささぎ豆の油いため・ポテ
トサラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・胡瓜の奈良漬け・ポテ
ト

28 29 30

朝
ご飯・味噌汁・目玉焼き・
かぶの煮物・漬物・煮豆

ご飯・味噌汁・鶏肉と玉ね
ぎの卵とじ・ひじきと大豆
の炒め物・トマトサラダ

ご飯・味噌汁・エビしゅま
い・南瓜コロッケ・トマト・
目玉焼き

昼
カレーライス・エビチリ・春
雨サラダ・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・南瓜コロッ
ケ・豚肉の生姜焼き・鯖と
茄子のごま味噌炒め

チラシ寿司・味噌汁・里芋
の煮物・フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・豚肉とキャ
ベツの煮物・サツマイモ
の炒め煮・ごま豆腐

ご飯・味噌汁・生酢・豚肉
としらたき炒め煮・鯖の味
噌煮

ご飯・味噌汁・肉入り野菜
炒め・フルーツポンチ

グループホームアウル 　６月　献立表
アウルⅠ


