
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

6月1日 6月2日 3 4 5 6 7

朝

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ベーコン・ウインナー・煮
豆・漬物・チソ巻き・オレン
ジ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・味
付け煮卵・フキ、天カマ
煮・ポテトサラダ生ハム巻
き・フランクフルト・牛乳

卵おじや・味噌汁・肉団
子・煮豆・キャベツと人
参、天カマ煮・カボチャ
煮・牛乳

ご飯・味噌汁・ゴボウ、白
滝と鳥挽肉炒め・さつま
芋煮・伊達巻・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・山菜煮物・
カボチャ煮・ミートオムレ
ツ・昆布佃煮・トマト・牛乳

鮭混ぜご飯・味噌汁・肉
じゃが・あんかけオムレ
ツ・煮豆・漬物・牛乳

卵おじや・味噌汁・漬物・
卵焼き・じゃこ胡桃和え・
フキひじき炒め物・牛乳

昼
おにぎり（梅ワカメ昆布）・
味噌汁・たくあん・焼うど
ん・餃子・煮豆・いちご

ご飯・味噌汁・豚焼肉（付
トマト、キウイフルーツ）・
大根、天カマと鶏肉の煮
物・ホタテと長ネギの酢
味噌

カレーライス・中華スープ
（ワカメ、春雨）・ホワイト
アスパラのサラダ・キウイ
ヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・鮭西京焼・
漬物・キャベツと茄子の
甘辛味噌炒め・チンジャ
オロースー・バンバンジー
風サラダ

ご飯・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・煮豆・漬物

カレーライス・卵スープ・
大根とうずら卵の味噌煮
込み風・キュウリと大根
の酢物

チャーハン（付福神漬）・
豆腐のスープ・切干大
根・餃子・バナナのカルピ
ス和え

夕

ご飯・けんちん生姜汁・四
川卵焼き中華あんかけ・
サバ焼魚・アスパラ、人
参の肉巻きロール照焼・
フルーツカルピス和え

ご飯・鳥ごぼうのつみれ
汁・野菜のカレー炒め・カ
ブとじゃこの炒め物・キュ
ウリもずく酢和え

ご飯・味噌汁・じゃが芋入
り豚ロール巻き・マカロニ
炒め・春菊ゴマ和え・いち
ご・キウイフルーツ

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・八宝菜・水菜とホワイ
トアスパラのサラダ

ご飯・味噌汁・天ぷら（茄
子、ソーセージ）・キャベ
ツの油炒め・野菜沢山八
宝菜・玉ねぎサラダ・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼
魚・漬物・煮豆・大根天か
ま煮物

ご飯・味噌汁・ホッケみり
ん漬・チーズ入りはんぺ
ん・昆布巻き・小松菜ピー
ナッツ和え・長芋と鳥肉の
煮物

8 9 10 11 12 13 14

朝
炊込みご飯・味噌汁・し
しゃも佃煮・卵焼き・切干
大根・卵豆腐・牛乳

ご飯・味噌汁・ひじき煮・さ
つま芋煮・梅昆布・バナ
ナ・牛乳

ご飯・味噌汁・山菜と天カ
マの煮物・カブと挽肉煮・
煮豆・ミックスフルーツフ
ルーチェ和え・牛乳

ご飯・味噌汁・銀ガレイみ
りん焼・大根と天カマの味
噌煮・キャベツとベーコ
ン、アサリ炒め・漬物・牛
乳

ご飯・味噌汁・鳥ごぼう
煮・フキと天カマ、人参の
煮物・ダシ巻き卵・たくあ
ん・牛乳

ご飯・味噌汁・茄子味噌・
カボチャ煮・ニラ卵とじ・
キュウリもずく酢和え・牛
乳

ご飯・味噌汁・鳥挽肉の
アゲ巻き煮・ほうれん草と
カニカマの和え物・高野
豆腐の卵とじ・茸と白菜、
ウインナーのあっさり煮・
牛乳

昼

ご飯・味噌汁・宗八煮付・
フルーツポテトサラダ・
キャベツ、ベーコン炒め・
ニラ卵とじ

ご飯・味噌汁・海老重煮・
トマト甘漬・卵豆腐のとろ
ろかけ・煮豆

ハヤシライス・卵スープ・
春雨サラダ・フルーツヨー
グルト

いなり寿司・うどん汁・ささ
みチーズハムカツ・豆腐
あんかけ煮・フライドポテ
ト

ご飯・味噌汁・海老天卵と
じ・マカロニサラダ・スイカ

ご飯・味噌汁・サバ味噌
煮・春菊ゴマ和え・揚げ出
し豆腐・ヨーグルト

ご飯・うどん汁・もやし梅
肉和え・茄子漬・チキンナ
ゲット

夕

ご飯・味噌汁・サバ焼魚・
茄子と茸のおろし揚げ浸
し・大根パセリサラダ・み
かん

ご飯・味噌汁・豚肉と野菜
炒め・エリンギと竹輪、ワ
カメの煮物・水菜とトマト、
ハムのサラダ

ご飯・味噌汁・ホッケフラ
イのタルタルソースがけ・
酢味噌和え（ワカメ、イ
カ、ネギ）・イカ納豆・フ
ルーツ

ご飯・鳥スープ・カスベ煮
付け・天カマと竹の子、
ピーマンのオイスター炒
め・長芋ゴマ和え・ほうれ
ん草お浸し

ご飯・味噌汁・ホッケ焼・
納豆お好み焼・茸と天カ
マ煮物・煮豆

ご飯・味噌汁・フライ（餃
子、インゲン肉巻き）・じゃ
が芋とマカロニのサラダ・
茄子としめじの味噌炒
め・高菜漬け

ご飯・味噌汁・かき揚げ・
松前漬・里芋ゴマ和え・ス
イカ

15 16 17 18 19 20 21

朝

ご飯・味噌汁・焼魚・じゃ
が芋いんげん、天カマ
煮・くるみちりめん・フ
ルーツヨーグルト・牛乳

ご飯・味噌汁・おから煮・
目玉焼き・ウインナーソー
セージ焼・茄子味噌・牛
乳

しらすおじや・味噌汁・卵
焼き・天カマと大根の煮
物・洋梨とみかんのヨー
グルト和え・牛乳

ご飯・味噌汁・ホワイトア
スパラとハム、カニカマの
ゴマサラダ・もやしとアス
パラ、ハム、卵の中華炒
め・はんぺんと竹輪、里
芋の煮物

ご飯・味噌汁・サンマ蒲
焼・長芋とろろ・海老とチ
ンゲン菜の中華風煮・ワ
カメとミックスベジタブル
のバター炒め・漬物・牛乳

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ごぼうとひじきの煮物・
キュウリと竹輪の酢物・
牛乳

わかめご飯・味噌汁・目
抜焼魚・チーズ入り卵焼
き・セロリ、人参、天カマ
煮・トマト・キウイ・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・とんかつ・
海老フライ・ソーセージフ
ライ・茄子、ししとうと白滝
の炒め煮・大根キュウリ
サラダ

ご飯・豚汁・おからコロッ
ケ（付キャベツ、トマト）・
ほうれん草ごま和え・ポテ
トサラダ・ブロッコリーとは
んぺん味噌炒め

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ほうれん草ピーナッツ
和え・ジャーマンポテト・も
ずく酢キュウリ和え

ご飯・味噌汁・焼魚・お好
み焼き・さつま芋煮・アメ
リカンチェリー

ご飯・味噌汁・八宝菜・卵
豆腐・ほうれん草としらす
の炒め物

ご飯・味噌汁・海老餃子・
長芋おくらとワカメの梅チ
ソ和え・ところてん・煮豆

ご飯・味噌汁・豚肉アスパ
ラ巻き（おろしポン酢）・
キュウリともずく酢和え・
茄子、ピーマン揚げ浸し・
トマト

夕
ご飯・すり身汁・天津・ニ
ラ卵とじ・銀ガレイみりん
焼・煮豆

ご飯・味噌汁・親子煮・も
やし梅和え・漬物・キュウ
リ酢の物

ご飯・シチュー・ポテトサ
ラダ・オムレツ・おから煮・
フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・ホッケの竜
田揚げ・スパゲティサラ
ダ・温レタス・トマト・フキ
の煮物

ご飯・味噌汁・マーボー春
雨・豚生姜焼・茄子とエリ
ンギの煮物

ご飯・味噌汁・おからコ
ロッケ（付トマト）・アスパ
ラとエリンギのソテー・茄
子とピーマン味噌煮

ご飯・味噌汁・焼鮭・トマ
ト・春菊ゴマ和え・水菜サ
ラダ

　 22 23 24 25 26 27 28

朝

シラスおじや・味噌汁・茄
子ピーマン味噌和え・大
根天カマ煮・小松菜の煮
浸し

ご飯・味噌汁・カボチャあ
んかけ煮・キンピラゴボウ
白滝和え・なめ茸キュウ
リ和え・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・卵焼き・漬
物・切干大根・茄子煮浸
し・煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・ミートオム
レツ・白菜とがんものさっ
と煮・里芋天カマ、レンコ
ンの煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と油揚
げの炒め煮・ベーコンとア
スパラ、椎茸の卵とじ・ハ
ムとキュウリのシーチキ
ンサラダ・牛乳

ご飯・味噌汁・いんげん
揚げと茄子の煮物・白菜
と豚挽肉の酒蒸し・めか
ぶ椎茸とろろ・ミックスフ
ルーツ・牛乳

たまご粥・味噌汁・漬物・
生ハムサラダ・天カマフキ
の炒め物・豚肉の酒蒸
し・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・コロッケ（付
トマト、レタス）・ところて
ん・ほうれん草ごま和え・
ブルーベリーフルーチェ

あんかけチャーハン・キン
ピラの豚肉巻き照焼・煮
付け卵・ささぎと芋の煮物

いなり寿司・素麺汁・カブ
煮物・キュウリとみかんの
酢物・スイカ

おにぎり・味噌汁・ジンギ
スカン・フライドポテト・煮
豆・スイカ

ご飯・うどん汁・ホッケフラ
イ・フキと天カマ煮・カリフ
ラワーとハムのバジル
ソースかけ・バナナ

竹の子ご飯・味噌汁・豚
焼肉・マカロニサラダ・ア
スパラとワカメの酢味噌・
大根ときゅうりのサラダ

親子丼・味噌汁・漬物

夕

ご飯・味噌汁・親子煮・佃
煮・カボチャグラタン・水
菜の梅ドレッシングサラダ
（ハム、チーカマ）・もやし
とハム、キャベツの炒め
煮

うなぎ丼・味噌汁・冷奴・
舞茸おろし和え・カボチャ
の煮物

ご飯・シュウマイスープ・
肉豆腐・水菜とキュウリ
の梅サラダ・野菜と茸の
中華炒め

ご飯・味噌汁・焼鮭・ゴマ
昆布・キャベツと豚肉の
味噌炒め・人参とほうれ
ん草のピーナッツ和え

ご飯・味噌汁・豚肉ごぼう
炒め・かき揚げ・焼魚（赤
魚）・ほうれん草のピー
ナッツ和え・漬物

ご飯・味噌汁・ホッケ蒲
焼・漬物・煮豆・昆布佃
煮・冷しゃぶサラダ

ご飯・味噌汁・天ぷら（さ
つま芋、かき揚げ）・ニラ
とえのきの卵とじ・カボ
チャあんかけ煮・フルーツ
ポンチ

29 30 　 　 　 　 　

朝

ご飯・味噌汁・筑前煮・さ
んま蒲焼・ミートボール・
茸づくしの大根おろし和
え・牛乳

ご飯・味噌汁・ワカサギ佃
煮・枝豆入り卵焼き・竹の
子おかか和え・レタスとツ
ナ炒め・いちごカルピス和
え

　 　 　 　 　

昼
カレーライス・ポトフ・大根
サラダ（付ゆで卵、オレン
ジ）・ほうれん草ごま和え

ご飯・味噌汁・鳥肉入りお
ふくろ煮・マーボー春雨・
茄子とえ

　 　 　 　 　

夕
ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・カブとじゃこの炒め物・
じゃが芋とささぎの煮物

ご飯・味噌汁・鳥肉入りお
ふくろ煮・マーボー春雨・
茄子とエリンギ、アゲの
煮物

　 　 　 　 　

グループホームアウル ６月　献立表
アウルⅡ


