
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(アゲ　豆
腐）　・ホッケ　・うにくらげ
・カブの漬物　・煮物（鶏肉
人参　大根　椎茸　ジャガ
イモ）　・フキの煮物

・グリンピースご飯　・味噌
汁（玉葱　卵）　・ホッケ　・
ほうれん草のナメタケ和え
・大根と人参の煮物　・煮
豆　・フルーツヨーグルト
（バナナ）

昼

・ご飯　・冷麦汁（椎茸　ナ
ルト）　・トラウトサーモン焼
・キャベツ炒め　・酢の物
（キュウリ　カニカマ）　・フ
ルーツヨーグルト（バナナ
リンゴ）

・ご飯　・味噌汁（モヤシ）
・すき焼き風肉野菜煮込み
・ウドとワカメの酢味噌和
え　・サラダ（マンゴー　リン
ゴ　アスパラ）

夕

・ご飯　・味噌汁(ホタテ）　・
八宝菜　・ウドの天ぷら　・
シャモ　・ウドの酢味噌和
え　・大根おろし

・カレーライス　・味噌汁（ネ
ギ　しめじ）　・厚揚げと白
菜の煮物

3 4 5 6 7 8 9

朝

・ご飯　・お吸い物（ワカメ
椎茸　おふ　アゲ）　・豚肉
と白菜の酒蒸し　・ワカメと
キュウリのナメタケ和え　・
煮豆

・ご飯　・味噌汁（白菜　ア
ゲ）　・野菜炒め（キャベツ
玉葱）　・スクランブルエッ
グ（ハム）　・赤魚の粕漬け
・煮物（フキ　天カマ）　・さ
つま芋の小豆のせ

・ご飯　・味噌汁（玉葱　ア
ゲ）　・炒め物（ソーセージ
ピーマン）　・ほうれん草の
ナメコ和え　・人参のキンピ
ラ　・切干大根　・煮豆　・す
じこ

・ご飯　・味噌汁（ニラ　卵）
・麻婆炒め（ナス　ピーマン
人参）　・ところてん　・じゃ
この佃煮　・昆布巻

・ご飯　・お吸い物（椎茸
ネギ　おふ）　・フキと天ぷ
らの油炒め　・くらげとキュ
ウリの和え物　・じゃこの佃
煮　・しめじとエビの中華あ
んかけ

・ご飯　・味噌汁（ナメコ　豆
腐）　・フキの煮物　・野菜
炒め（キャベツ　人参　ピー
マン　エビ）　・ジャコの佃
煮

・ご飯　・味噌汁(大根　長
ネギ）　・スクランブルエッ
グ　・ハムソテー　・野菜炒
め（うさぎリンゴ付）　・さん
まの蒲焼　・フキと天カマ
のキンピラ

昼

・ご飯（十六穀）　・コンソメ
スープ(白菜　ハム　卵）　・
コロッケ　ハンバーグ　・
ラーメンサラダ　・カボチャ
の煮つけ

・ご飯　・味噌汁(大根　ワ
カメ）　・うなぎ柳川（うなぎ
ごぼう　卵）　・おしるこ（小
豆あん　白玉）　・酢豚（豚
肉　人参　玉葱　ピーマン）

・ご飯　・お吸い物（ワカメ
しめじ　おふ）　・冷し中華
（キュウリ　レタス　ミニトマ
ト　卵　紅しょうが）　・ナス
の煮びたし（ナス　人参
ピーマン）　・ヨーグルト（パ

・ご飯　・煮込みうどん（うど
ん　ばら肉　玉葱　干し椎
茸　ナルト）　・酢の物（ワカ
メ　キュウリ　ゆず皮）　・炒
め物（キャベツ　人参）　・
シューマイ ・ザンギ（レタ

・ご飯　・味噌汁（三つ葉
豆腐）　・チカの天ぷら（ア
スパラ　トマト付）　・白菜の
酢の物　・煮物（里芋　人
参　枝豆）　・ヨーグルト（バ
ナナ）

・ご飯　・味噌汁（天カマ
人参　さつま芋）　・シシャ
モ　・野菜入り卵焼　・挽肉
と白菜のあんかけ炒め　・
ハムと玉葱のおかか和え

・ご飯　・うどん（天カマ　豚
肉）　・麻婆豆腐　・マカロ
ニサラダ（いか　りんご）

夕

・ご飯　・味噌汁（豆腐　三
つ葉）　・赤魚の煮つけ　・
フキの油炒め　・高野豆腐
の挽肉詰煮　・サラダ（キュ
ウリ　トマト　パイン　水菜）

・ご飯　・けんちん汁　・鰤
（焼）　・サラダ（パイン　ア
スパラガス　トマト）　・煮物
（フキ　アゲ　ナルト）　・切
り干し大根

・サーモンとマグロの漬け
丼　・味噌汁（小松菜　ア
ゲ）　・フルーツサラダ　・ふ
ろふき大根

・ご飯　・味噌汁(ナス　大
根　玉葱）　・豚肉の生姜
焼き　・サラダ（キュウリ　ト
マト）　・竹の子とほうれん
草のゴマ和え

・牛丼　・味噌汁（豆腐　ナ
メコ）　・煮物　・酢の物（長
芋　キュウリ　大根）　・フ
ルーツポンチ

・ご飯　・味噌汁（卵　カニ
カマ）　・ししゃもフライ　・コ
ロッケ（サラダ付）　・フキの
煮物　・鶏肉と野菜の煮物

・ご飯　・お吸い物（椎茸
おふ）　・鶏肉とアスパラの
塩炒め（しめじ）　・ナスの
和風あんかけ（長ネギ）　・
長芋とワカメのサラダ（カニ
カマ）
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朝

・ご飯　・味噌汁(ニラ玉）　・
鯖　・炒め物（ピーマン　ア
スパラ　ハム　塩昆布）　・
肉団子の甘酢あんかけ　・
スイカ

・ご飯　・味噌汁（ごぼう
大根　おふ）　・ホッケ（りん
ご　キャベツ）　・切干大根
・炒め物（ソーセージ　ほう
れん草　ナメタケ）

・ご飯　・味噌汁(小松菜
アゲ）　・ホッケ　・キンピラ
ごぼう　・ウィンナーと玉葱
の和え物　・紅ジャコ　・卵
焼き　・ヨーグルト（みかん）

・ご飯 　・お吸い物（椎茸
おふ　ワカメ）　・鶏肉とナ
スのケチャップ煮（しめじ）
・フキと竹の子の煮物（コン
ニャク椎茸　天カマ）　・
ラーメンサラダ ・カブの酢

・ご飯　・味噌汁（えのき
卵）　・肉じゃが　・白じゃこ
・フキの煮物　・杏仁豆腐

・ご飯　・味噌汁（キャベツ
アゲ）　・目玉焼き（ハム
キャベツ付）　・サンマの蒲
焼　（大根おろし付）　・フキ
と竹の子の煮物

・ご飯　・お吸い物（あさり
椎茸）　・シーフードとしめじ
のガーリック炒め　・大根
の煮物（天カマ）　・ところて
ん（ワカメ）　・冷奴の昆布
和え

昼

・ご飯　・味噌汁（ほうれん
草　アゲ）　・チーズカツとメ
ンチカツ（キャベツ　オレン
ジ）　・もやし青じそ風味和
え　・キュウリの酢の物　・
杏仁

・ご飯　・天プラうどん（玉
葱　干し椎茸）　・豚肉の味
噌炒め（ピーマン　キャベ
ツ）　・小松菜のおひたし
・ヨーグルト（バナナ　パイ
ン　マンゴー　ナシ）

・炒飯（卵　玉葱　カニカマ
枝豆）　・スープ（ウィン
ナー　ナルト　水菜）　・酢
味噌和え　（ワカメ　キュウ
リ　長ネギ）　・煮物（大根
シーチキン）　・春雨と椎茸

・牛丼（玉葱　白滝）　・お
吸い物（椎茸　長ネギ）　・
酢の物（白菜　水菜　みか
ん）　・ゴマ和え（インゲン）
・芋サラダ（じゃがいも　さ
つまいもキュウリ 人参）

・キツネうどん　・キャベツ
と豚肉の油炒め　・春雨と
リンゴのサラダ　・さんまの
醤油焼

・ご飯　・シーフードシ
チュー（エビ　イカ　ホタテ）
・メンチカツ　・春雨サラダ
・リンゴ

・ご飯　・味噌汁（ほうれん
草　アゲ）　・麻婆ナス　・鶏
肉のバター醤油炒め　・冷
奴　・ところてん（梅）

夕

・ご飯　・味噌汁（芋　玉葱
ワカメ）　・煮つけ（さんま
カボチャ）　・フルーツ（み
かん　桃）　・サラダ（シー
チキン　玉葱　ワカメ）

・ご飯　・味噌汁（ワカメ　ネ
ギ）　・カキフライ（キュウリ
カニカマ）　・麻婆豆腐　・
水菜とキュウリのサラダ　・
フルーツ（みかん　桃）

・ご飯　・味噌汁（ワカメ　ネ
ギ）　・あんかけ野菜うどん
（ホタテ　挽肉）　・フキと竹
の子の煮物　・さんま蒲焼
（大根おろし）　・カブの漬
物

・ご飯　・味噌汁（高野豆腐
水菜）　・麻婆ナス　・イカ
の酢味噌和え（ワカメ）　・
フキと天カマの煮物

・おかゆ　・味噌汁（大根
ワカメ）　・ハンバーグ　・
キャベツ　・エビチリ　・枝
豆　・竹の子の煮物

・ご飯　・味噌汁（大根　人
参　アゲ）　・ラーメンサラダ
（キュウリ　もやし　ハム
大葉）　・赤魚の煮つけ

・ご飯　・そーめん汁　・冷
しゃぶ（ラム肉　玉葱　もや
し　ニラ）　・山菜とコンニャ
クの煮物　・ヨーグルト(桃）
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朝

・人参ご飯　・味噌汁（ニラ
玉）　・シュウマイとナスの
炒め物　・大根とツナのコ
ンソメ煮　・ほうれん草のナ
メタケ和え　・ヨーグルト（パ
イン）

・ご飯　・味噌汁（きのこ）
・焼鮭　・麻婆春雨　・キュ
ウリのクラゲ和え　・かに玉
のあんかけ

・ご飯　・味噌汁（小松菜
アゲ）　・焼鮭　・竹輪の
キュウリくし　・肉団子と
ピーマン炒め　・煮物（天カ
マ　竹の子　インゲン　コン
ニャク）　・漬物　・紅じゃこ

・ご飯　・味噌汁（大根　白
菜）　・ホッケ　・ナス　ピー
マン　人参の味噌いため
・蟹玉のあんかけ　・フキと
天カマの煮物

・ご飯　・味噌汁（ワカメ　豆
腐）　・ワカサギのかんろ煮
・フキの煮物　・煮豆　・春
雨のレモン酢和え

・ご飯　・味噌汁（豆腐　ワ
カメ）　・さわらの西京漬　・
フキの煮物　・蟹玉　・ナメ
コとクラゲの酢の物　・りん
ごゼリー

・ご飯　・味噌汁(ほうれん
草）　・納豆(ネギ）　・ニラ玉
焼　・そうめんサラダ（ハム
キュウリ）　・塩辛

昼

・うな丼　・うどん汁　・ザン
ギ　・竹輪のキュウリくし　・
サラダ（水菜　カニカマ
シーチキン）

・ご飯　・味噌汁（玉葱　ニ
ラ　人参）　・ザンギ　・人参
のクラッセ　・レタス　・山菜
の煮物（コンニャク　竹の
子　フキ　わらび　天カマ）
・フルーツポンチ（パイン

・ご飯　・お吸い物(ワカメ
アゲ）　・鶏肉とニラの卵と
じ　・ナスの和風あんかけ
・冷奴（おかか　昆布）　・
長芋のサラダ（ワカメ　カニ
カマ）

・ご飯　・お吸い物（あさり
長ネギ）　・肉巻ポテト
（キャベツ　トマト）　・大根
と天カマの煮物　・キュウリ
のナメタケ和え（ワカメ）

・ご飯　・味噌汁（鶏肉　人
参）　・ナスと豚肉の油炒め
(さつま芋）　・ホッケ　・カニ
カマとネギの炒め物　・
キュウリのサラダ　・バナナ
ナシ

・ご飯　・味噌汁(大根　ア
ゲ）　・コロッケ　メンチカツ
・キャベツとカニカマのサラ
ダ　・ナスとピーマンの中
華炒め

・ご飯　・味噌汁(大根　人
参）　・フキの煮物　・サラ
ダ（水菜　キュウリ）　・りん
ごゼリー　・豚肉のきのこソ
テー　・スパゲティ

夕

・ご飯　・スープ（シュウマ
イ）　・白滝のこあえ　・ジン
ギスカン　・小松菜のゴマ
和え

・ご飯　・味噌汁　・焼そば
（豚肉　キャベツ　玉葱　ニ
ラ　ナルト）　・いわし煮つ
け　・白菜なめこ和え

・ご飯　・豚汁（芋　人参
大根　玉葱　長ネギ）　・刺
身（エビ　イカ　大根　大
葉）　・フキの煮物（天カマ
鯖）　・キューイ

・竹の子ご飯　・味噌汁（豆
腐　ネギ）　・ジャガイモの
スパゲティ（ハム　玉葱　ラ
ザニア）　・キノコとクラゲ
酢物　・キュウリとキャベツ
新漬 ・フキの煮物

・ご飯　・味噌汁（豆腐　ネ
ギ）　・フキの煮物　・キュ
ウリの酢の物　・春雨のあ
んかけ　・カレイ(おいらん）
の煮つけ

・ご飯　・お吸い物（椎茸
おふ　ネギ）　・サンマの塩
焼き　・大根の煮物（天カマ
白滝）　・豆腐サラダ(ワカメ
ツナ）　・キュウリのナメタ
ケ和え

・ハッシュドビーフ　・中華
スープ（卵　カニカマ）　・サ
ラダ(水菜　ツナ　ハム）　・
ほうれん草とナメコの和え
物　・フルーチェ（キューイ）
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朝

・ご飯　・お吸い物(アゲ　ワ
カメ）　・竹の子の煮物(コン
ニャク）　・スクランブルエッ
グ　・キュウリのナメタケ和
え　・煮豆

・ご飯　・味噌汁(卵　ニラ）
・ホッケ　・人参のキンピラ
・煮物(アゲ　コンニャク　天
カマ）　・炒め物（ウィンナー
ブナシメジ　ピーマン　玉
葱）

・ご飯　・味噌汁(芋　油揚
げ　ワカメ）　・鯖の味噌煮
・ホタテの煮つけと小松菜
の煮びたし　・キュウリとク
ラゲの酢の物　・トマト

・ご飯　・味噌汁（えのき
卵）　・大根と人参の炒め
物　・肉団子入り野菜炒め
・麻婆ナス　・ほうれん草の
ナメタケ和え　・ミニトマト

　・ご飯　・味噌汁(大根　ア
ゲ）　・春雨とキノコの中華
炒め　・フキ　・クラゲとモ
ヤシとキュウリとハムの酢
の物　・スイカ

・ご飯　・お吸い物（あさり）
・鶏肉と長ネギの塩炒め
・フキの煮物　・いかサラダ
・キュウリの梅和え

・ご飯　・味噌汁　・野沢菜
こんぶ　・フキと天カマの味
噌煮　・ニラ玉　・きのこの
クリーム煮　・ポテトサラダ
(キャベツ付）　・しゅうまい

昼
・ご飯　・スープ(生椎茸　ネ
ギ　卵）　・鮭　・ラーメンサ
ラダ　・シーフードあんかけ

・ご飯　・味噌汁　・野菜の
かきあげ(キャベツ付）　・ホ
タテ　エビの卵とじ　・大根
の酢の物

・散らし寿司　・手羽餃子
・お吸い物　・りんご　・ポテ
トサラダ　・フルーツゼリー
・キュウリのしそ酢

・オムライス　・中華スープ
(ワカメ　えのき）　・切り干
し大根　・スイカ

・ご飯　・味噌汁(豆腐　ネ
ギ）　・フキの煮物　・水菜
のサラダ(ミニトマト付）　・
ヨーグルト（パイン）

・ご飯　・味噌汁（もやし　さ
つま揚げ）　・フキとトマトの
サラダ　・焼そば　・豆腐と
挽肉の野菜炒め

・いなり寿司　・ゴマうどん
のつけ麺　・天ぷら(ナス
エビ　さつまいも）　・モヤシ
とキュウリとクラゲの中華
和え　・中華スープ（キノコ
卵）

夕

・炒飯(玉葱　人参　ハム
卵）　・三平汁(鮭　いも　大
根　人参）　・煮物(天カマ
インゲン　油揚げ　こん
にゃく）　・白菜の酢の物　・
フルーツポンチ（キューイ

・ご飯　・味噌汁（ぶなしめ
じ）　・肉じゃが　・ホタテの
生姜焼　・鮭　・キュウリと
大葉の酢の物

・ご飯　・そうめん汁(ハム
トマト　キュウリ付）　・麻婆
豆腐　・ナスの味噌炒め　・
ポテトサラダ

・ご飯　・味噌汁　・ホッケ
の煮つけ　・クラゲとキュウ
リとハムの酢の物　・炒め
物（豚肉　キャベツ　人参
生椎茸）

・ご飯　・お吸い物（エビの
頭　ネギ）　・お刺身（いか
えび　大葉　大根）　・フキ
と高野豆腐の煮物　・スパ
サラダ（イカ　キュウリ）

・ご飯　・お吸い物(ブナシメ
ジ　玉葱）　・シシャモフライ
・ポテトサラダ　・(レタス　う
さぎリンゴ付）　・煮物（フキ
天カマ　油揚げ　コンニャ
ク）　・ヨーグルト（いちご）

　・ご飯　・味噌汁(豆腐　長
ネギ）　・肉じゃが(芋　玉葱
白滝）　・フキの油炒め　・
スパサラダ(アスパラ　キュ
ウリ　リンゴ）　・さくらんぼ

グループホームアウル登別館　６月　献立表　　海ユニット


