
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

　・御飯　・味噌汁（小松菜
アゲ）　・肉団子とピーマン
炒め　・ヨーグルト（バナナ
マンゴー）　・キンピラゴボ
ウ

　・御飯　・味噌汁（白菜）
・フキと鯖の煮物　・切り干
大根（天カマ　ヒジキ　人
参）　・鮭　・カブの酢物

　・御飯　・ワカメスープ　・
赤魚の煮つけ　・キュウリ
の酢の物　・松前漬　・ナ
スの味噌炒め

　・御飯　・味噌汁（もやし
卵）　・ホッケの味噌煮　・
たらこ　・春巻　・フキ煮　・
蟹玉

　・御飯　・お吸い物（ワカ
メ　揚げ）　・和風天津（椎
茸　長ネギ）　・ヒジキと切
り干し大根の煮物　・キュ
ウリとしらすの酢の物

　・御飯　・味噌汁（えのき
ワカメ）　・ナスと肉団子の
炒め物　・さつま芋の煮物
・めかぶ　・マンゴーダイス

　・御飯　・味噌汁（ワカメ
豆腐）　・鮭焼　・キャベツ
とソーセージ炒め　・マカロ
ニサラダ　・キュウリのしそ
和え

昼

　・五目ごはん　・味噌汁
・キャベツと豚肉の炒め物
・ふき煮　・ジャガイモと
キュウリの酢の物

・キャベツとマスの味噌ど
んぶり　・春雨と小松菜華
風炒め　・味噌汁（玉葱）

　・御飯　・お吸い物(ワカメ
揚げ）　・魚貝の塩焼きそ
ば（長ネギ）　・豚肉と水菜
の酒蒸し　・キュウリのナメ
タケ和え（ワカメ）

　・うな丼（卵 干椎茸）　・
お吸い物（生椎茸 麩）　・
筑前煮（大根 人参 鶏肉
椎茸 天カマ）　・ゼリー（さ
くらんぼ ﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽ）　・漬
物（キュウリ キャベツ）

　・御飯　・シチュー（シー
フード　玉葱　じゃがいも
人参　かぶ　コーン）　・酢
味噌和え（ワカメ　ネギ　カ
ニカマ）　・豆腐　挽肉のす
き焼き風 ・桃ゼリー

　・雑穀米　・シューマイ
スープ　・酢豚　・マカロニ
サラダ　・かぼちゃ煮

　・御飯　・味噌汁（かぼ
ちゃ）　・ハンバーグ（大根
おろし　レタス）　・ニラとも
やしの炒め物　・さつま芋
のあずき煮

夕

　・御飯　・中華スープ（え
のき　卵）　・ナスと豚肉の
味噌炒め　・ジンギスカン
・春雨の中華サラダ（キュ
ウリ　ハム）　・大学いも　・
さくらんぼ

　・御飯（十六穀米）　・味
噌汁　・ホッケ焼　・ラーメ
ンサラダ　・味噌おでん（大
根　こんにゃく　天カマ）　・
梅ところてん

　・御飯　・味噌汁　・メンチ
カツ（レタス）　・ジャガイモ
煮　・ホタテの煮物　・キュ
ウリの漬物　・鯖焼　・大根
おろし

　・御飯　・味噌汁(ワカメ
玉葱）　・酢豚（レタス　キャ
ベツ）　・ヒジキの煮物　・
サンマの蒲焼（大根おろし
ハム　キュウリ）　・フルー
チェ

　・御飯　・味噌汁(大根菜
燃やし・長芋）　・大根と天
カマの煮つけ　・マグロの
醤油漬け　・ししゃものフラ
イとエビカツ　・ピーチプリ
ン

　・御飯　・味噌汁(ワカメ
ネギ）　・サンマの味噌焼
（大根おろし）　・里芋煮物
・酢の物（ニラ　もやし　か
まぼこ）　・牛肉としらたき
の煮物

　・御飯　・お吸い物（ふ
ワカメ）　・さしみ（マグロ
キュウリ）　・大根の味噌
煮　・うなぎの柳川風（えの
き　長ネギ）
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朝

　・御飯　・味噌汁(ニラ玉）
・中華くらげとキュウリの和
え　・ほうれん草 しめじ ﾊ
ﾑｿﾃｰ　・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ（ｶﾆ
ｶﾏ ﾁｰｽﾞ）　・トマト　・さん
ま蒲焼

　・御飯　・味噌汁(キャベ
ツ　芋）　・チンジャオロー
ス　・サンマの味噌漬け焼
き　・子和え　・ヨーグルト
（バナナ）

　・御飯　・お吸い物(椎茸
そうめん）　・焼き鯖　・ヒジ
キの煮物(天カマ　切り干
し大根）　・ところてん(ワカ
メ）　・キュウリの梅和え

　・ちりめん御飯　・味噌汁
（とろろ昆布）　・ほうれん
草とナスのチーズ炒め　・
フキの煮物　・いんげんの
ゴマ和え

　・十六穀米　・すじこ　・
キュウリの味噌漬け　・
キャベツとベーコンとキノ
コのソテー　・ヨーグルト
（バナナ）　・味噌汁（玉葱
ワカメ）

　・御飯　・すいとん汁
（白菜　揚げ）　・鯖の味噌
煮（おろし）　・卵焼(ネギ）
・サラダ（ハム　レタス）　・
カブの煮物

　・御飯　・味噌汁（玉葱
揚げ）　・切干大根サラダ
・人参キンピラ　・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ
ｴｯｸﾞ（カニカマ　チーズ）　・
ｳｨﾝﾅｰとﾋﾟｰﾏﾝの炒め物
(玉葱）　・鮭

昼

　・御飯　・しそ茶そうめん
つゆ　・水ギョーザと白菜
の中華あん　・もやしのナ
ムル　・煮物（大根　ささぎ
天カマ）　・なすしぎ

　・御飯　・そうめん　・白菜
と挽肉の味噌いため　・水
菜とキュウリの梅しそ和え
・いかカツ揚げ

チャンポン麺　・大学芋　・
湯豆腐　・しそ御飯

　・御飯　・味噌汁（玉葱
人参　椎茸）　・水菜のカニ
カマサラダ　・かぼちゃの
煮物　・鮭　・ニラ　もやし
の卵とじ

　・御飯　・キノコスープ　・
サンマの蒲焼　・イカと大
根の煮つけ　・トマトとレタ
スのサラダ　・バナナ

　・御飯　・そうめん汁　・タ
ラフライ（タルタルソース
付）　・切り干し大根サラダ
・煮物（天カマ　人参　いん
げん　高野豆腐）　・スイカ

　・御飯　・コンソメスープ
（豚肉　玉葱）　・焼肉（ニン
ニクの芽　玉葱）　・レタス
とカニカマのサラダ　・大
根の煮物　・ゼリー

夕

　・御飯　・味噌汁（ワカメ
豆腐）　・ホッケ　・アスパラ
としめじの中華炒め　・さつ
ま芋の煮物　・ほうれん草
のなめたけ和え　・スイカ

　・御飯　・味噌汁（えのき
卵）　・ひじきの煮物（切り
干し大根　天ぷら）　・ジン
ギスカン（玉葱　ピーマン
ナス）　・とうきび

　・御飯　・三平汁(鮭）　・
手作りコロッケ　・レタス　・
カブの漬物　・フキと天カ
マの煮　・スイカ

　・チキンライス　・マグロ
のさしみ　・すいとん汁　・
小松菜とナルトの煮びたし

　・御飯　・豚汁　・豚肉の
生姜焼　・キャベツ　ピー
マンの炒め物　・ポテトサ
ラダ　・刺身（マグロ）　・大
根おろしとナメタケの和え
物

　・御飯　・シーフードシ
チュー（玉葱　人参）　・豆
腐のナメタケ和え(ワカメ）
・サンマの味噌漬け　・レタ
スとトマトのサラダ（焼豚入
り）

　・御飯　・中華スープ
（シュウマイ　椎茸　卵）　・
揚げだし豆腐　・魚貝とし
めじの炒め物　・キュウリ
の梅和え　・大根おろし　し
らす水菜和え
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朝

　・御飯　・味噌汁（かぼ
ちゃ）　・鮭　・切り干し大根
(天カマ　油揚げ　人参　ひ
じき）　・ウィンナーとほうれ
ん草のソテー　・レタスとト
マトのサラダ

　・御飯　・お吸い物（ひや
むぎ　椎茸）　・ししゃも　・
じゃがいもとウィンナーの
煮物　・ところてんのゴマ
だれがけ

　・御飯　・味噌汁(人参
椎茸）　・さつま芋と天カマ
の煮物　・ほうれん草と
ジャコのポン酢和え　・ヨー
グルト(パイン）

　・御飯　・味噌汁(ナメコ
豆腐）　・春雨キノコの中
華炒め　・タイの粕漬け　・
ハムとピーマンの塩昆布
炒め　・ところてん

　・御飯　・味噌汁　・サワ
ラの粕漬　・ジャガイモの
キンピラ　・ボロニアソー
セージとほうれん草のソ
テー　・水菜とシーチキン
のサラダ

　・御飯　・お吸物（ワカメ
椎茸）　・大根の煮物（しら
たき　天カマ）　・イカの塩
辛　・煮豆　・納豆　・水菜
の冷しゃぶサラダ（トマト）

　・御飯　・味噌汁（ナメコ
玉葱）　・鮭(焼）　・フキの
煮物　・ほうれん草とピー
マンの梅じそ和え　・マン
ゴープリン

昼

　・御飯　・味噌汁（玉葱
卵）　・大根とキノコ煮　・ナ
スと豚肉の炒め物　・サラ
ダ（水菜　キュウリ）

　・マグロ漬御飯　・味噌汁
・からあげ(鶏）　・サラダ
（レタス　トマト）　・味噌こ
んにゃく

　・御飯　・味噌汁(挽肉
人参　玉葱）　・切り干し大
根の煮物（天カマ　人参）
・鮭のゴマフライ(レタス付）
・そば（人参　大根）

　・鮭ワカメ御飯　・味噌汁
（ネギ　ワカメ）　・子持ち大
根　・ジンギスカン（カルビ
しめじ　玉葱　ナス）　・さつ
ま芋の煮物（天カマ）

　・五穀御飯　・そうめん吸
物　・天ぷら（椎茸 えび ナ
ス かぼちゃ 玉葱 おろし
添）　・ピーマン　ジャガイ
モのキンピラ　・酢の物
（キュウリ しそ）

　・散らし寿司　・お吸物　・
唐揚げ　・チンジャオロー
ス８ピーマン）　・レタス（サ
クランボ付）　・マグロと
サーモンのカルパッチョ　・
酢の物(キュウリ　ワカメ）

　・御飯　・味噌汁（かぼ
ちゃ）　・八宝菜　・白身魚
フライ　・サラダ（レタス　ト
マト　アスパラ）

夕

　・御飯　・味噌汁（油揚げ
ナス　椎茸）　・タラのフラ
イ(タルタルソースとキュウ
リとトマト付）　・芋のあん
かけ風（人参　白菜）　・バ
ンバンジー

　・御飯　・味噌汁（もやし
揚げ）　・冷やっこ　・ホッケ
焼　・切り干し大根(天カマ
ひじき）　・リンゴのシナモ
ン　バルサミコ酢煮

　・御飯　・味噌汁（ニラ
卵）　・もやし青しそ風味和
え　・鶏肉の漬焼（リンゴ
ニラ　玉葱）　・竹輪(キュウ
リ）　・麻婆ナス　・トマト　・
リンゴ

　・御飯　・お吸い物（とろ
ろ昆布 えのき ネギ）　・魚
貝と長ネギの炒め物（えの
き）　・ナスとしめじのあん
かけ　・ﾗｰﾒﾝｻﾗﾀﾞ（水菜 ワ
カメ レタス ツナ）

　・御飯　・豚汁　・鮭　・酢
味噌和え（イカ　長ネギ
カニカマ）　・ヨーグルト（バ
ナナ　リンゴ）

　・カレーライス　・味噌汁
（ニラ　卵）　・切り昆布の
煮つけ　・キュウリとワカメ
の酢の物　・メロン

　・御飯　・味噌汁（ほうれ
ん草）　・ナスとアスパラの
味噌炒め　・すき焼き　・マ
カロニサラダ
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朝

　・御飯　・味噌汁（ふ　ネ
ギ）　・野菜炒め　・ボロニ
アソーセージ　・スクランブ
ルエッグ　・マカロニサラダ
（さくらんぼ付）　・納豆　・
ジャコ　・煮豆

　・御飯　・味噌汁(ワカメ
ふ）　・鮭の衣揚げ　・ミート
ボール　・フキと天カマの
煮物　・ヨーグルト(バナ
ナ）

　・御飯　・お吸物（ワカメ
揚げ）　・和風天津(人参）
・イカ塩辛　・フキと天カマ
の油炒め　・鯖とコンニャク
の味噌和え

　・御飯　・味噌汁（揚げ
玉葱）　・ホッケ　・スクラン
ブルエッグ　・炒め物（ベー
コン　ピーマン　玉葱）　・
煮物　・煮豆　・もやし（ピリ
辛）

　・御飯　・味噌汁（芋 ワカ
メ ネギ）　・卵焼き　・ｿｰｾｰ
ｼﾞとｷｭｳﾘのｻﾗﾀﾞ　・目抜き
粕漬（大根おろし付）　・高
野豆腐と根菜煮物　・べっ
たら漬

　・御飯　・味噌汁（ワカメ
卵）　・大根のそぼろ煮　・
ナスの味噌炒め　・イカの
松前漬　・煮豆　・ヨーグル
ト（桃）

　・御飯　・味噌汁（ニラ
卵）　・焼鮭　・ナスの煮び
たし　・ソーセージとピーマ
ンの塩昆布炒め　・いか松
前　・昆布の佃煮　・夕張メ
ロン

昼

　・御飯　・味噌汁（ニラ
卵）　・ジンギスカン　・キャ
ベツの千切り　・人参のキ
ンピラ　・ほうれん草とナメ
タケ和え　・メロン　・さくら
んぼ

　・中華丼　・そうめんのお
吸物　・キュウリとワカメの
酢の物　・しめじとニラの
卵とじ　・水菜とヒジキ竹輪
のドレッシング和え　・鮭の
衣揚げ

　・御飯（しそ）　・味噌汁
(キノコ　人参　ナス）　・メ
ンチカツ　・ラーメンサラダ
・さつま芋のあずき煮

　・そぼろおにぎり　・ざる
そば　・シュウマイと野菜
の中華あん　・中華スープ
（レタス　卵　キノコ）

　・鶏五目御飯　・そうめん
・大根の煮物（こんにゃく
揚げ）　・鶏肉とネギのニン
ニク炒め（人参）　・キュウ
リとワカメの梅和え

　・和風天津（人参　ネギ
カニカマ）　・おろしソバ　・
長芋の梅和え

　・御飯　・中華スープ(レタ
ス　人参　大根おろし）　・
和風スパゲティ　・さつま
揚げとワカメの煮物　・
サーモンとほうれん草の
和え物

夕

　・御飯　・お吸物（椎茸
油揚げ　ワカメ）　・シュウ
マイとしめじのあんかけ　・
キュウリの梅和え　・ラーメ
ンサラダ（エビ　アサリ　水
菜　カニカマ　ワカメ）

　・キュウリとゴマ風味の
醤油御飯　・味噌汁(かぼ
ちゃ いんげん 卵）　・コン
ニャクの鯖味噌和え　・和
風ﾎｲｺｰﾛｰ　・ベーコンと
コーンのかき揚げ

　・御飯　・味噌汁(ﾜｶﾒ ﾈ
ｷﾞ）　・サワラ味噌煮　(大
根おろし付）　・煮物（高野
豆腐 ｲﾝｹﾞﾝ 人参 こんにゃ
く ﾅﾙﾄ）　・ｿｰｾｰｼﾞと玉葱
のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め

　・御飯　・タラフライ　・味
噌汁（大根　ワカメ）　・ウ
ナギの柳川風　・ポテトサ
ラダ　・リンゴのシナモン
バルサミコ酢煮

　・ハヤシライス　・卵スー
プ　・ポテトサラダ

　・御飯　・味噌汁　・さば
・あげだし豆腐　・もやしの
酢の物

　・炒飯(昆布　人参　卵）
・コンソメスープ（卵　椎茸
玉葱　人参）　・豚肉の炒
め物（玉葱）　・スパゲ
ティーサラダ

29 30 31

朝

　・御飯　・お吸物(ワカメ
ネギ　とろろ昆布）　・焼鮭
・ニラ玉（ブナシメジ）　・長
芋とワカメのサラダ

　・御飯　・味噌汁（揚げ
豆腐）　・焼鯖　・中華クラ
ゲのキュウリ和え　・炒め
物（ウィンナー　玉葱　ピー
マン）　・切り干し大根　・紅
ジャコ　・煮豆

　・御飯　・味噌汁（豆腐
ネギ）　・ナスと揚げの煮
物　・スクランブルエッグ
（レタス　キュウリ　ミニトマ
ト）　・鮭　・佃煮

昼

　・御飯　・味噌汁（豆腐）
・鶏の唐揚げ（サラダ付）
・白菜の酢の物　・味噌煮
（ほうれん草　天カマ　もや
し）　・サンマの蒲焼

　・ピラフ　・もやし　水菜の
スープ　・豚肉の生姜焼
（キノコ　玉葱）　・キュウリ
とオホーツクの酢の物　・
桃

　・御飯　・味噌汁　・夕張
メロン　・麻婆豆腐　・ナス
とピーマンの煮びたし　・
春雨サラダ

夕

　・カレーライス　・味噌汁
（ニラ　卵）　・冷ヤッコ（ネ
ギ　鰹節付）　・切り干し大
根

　・御飯　・味噌汁（ほうれ
ん草）　・マスのムニエル
(レタス　芋サラダ　リンゴ）
・大根とナルトの煮物　・ミ
ニトマトの砂糖漬

　・御飯　・味噌汁（白菜
ワカメ　揚げ）　・メンチカツ
・（レタス　トマト付）　・タラ
の煮つけ（山芋　とろろ昆
布）

グループホームアウル登別館　７月　献立表　海ユニット


