
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝

ごはん　味噌汁　ふきの
厚揚げの煮物　玉ねぎとｶ
ﾆｶﾏのおかかしょうゆ　鮭
杏仁豆腐の黄桃ｿｰｽがけ

ごはん　味噌汁　卵焼き
ほっきｻﾗﾀﾞ　ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ

昼

ちらし寿司　お吸い物　茄
子と厚揚げの味噌炒め　ﾗ
ﾑ肉のから揚げ　きゅうり
と長いもの酢の物

五目混ぜごはん　そば
卵豆腐　長芋ｻﾗﾀﾞ　ﾖｰｸﾞﾙ
ﾄ

夕
ﾗｰﾒﾝ　ごはん　きんぴらご
ぼう

ごはん　味噌汁　ほうれん
草とｴﾘﾝｷﾞのｿﾃｰ　ｺﾞﾎﾞｳｻ
ﾗﾀﾞ　もやしのお浸し　ﾎｯｹ
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朝
ふじっこ炊き込みごはん
味噌汁　焼き魚　するめ松
前漬　豆腐ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　餃子　目
玉焼き　ﾄﾏﾄ　煮豆

ごはん　味噌汁　焼ﾎｯｹ
焼き茄子　ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ

ﾊﾟﾝ　ｽｰﾌﾟ　ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　ｽﾊﾟ
ｻﾗﾀﾞ　ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ　ｵﾚﾝ
ｼﾞ

ごはん　味噌汁　卵焼き
ﾎｯｹ　焼ﾋﾞｰﾌﾝ

ごはん　味噌汁　ﾋﾟｶﾀ　ﾌ
ﾙｰﾂｶｸﾃﾙ　ﾊﾞﾅﾅｼﾞｭｰｽ

ごはん　味噌汁　紅鮭の
西京焼　卵焼き　子持ち
昆布

昼
ｵﾑﾗｲｽ　ｽｰﾌﾟ　小松菜の
煮びたし　うにくらげ

ｷｰﾏｶﾚｰ　ｽｰﾌﾟ　野菜ｻﾗ
ﾀﾞ　ﾌﾙｰﾂ

ごはん　味噌汁　野菜炒
め　大根おろし　ｷｭｳﾘの
酢の物　三つ葉のお浸し

焼うどん　卵ｽｰﾌﾟ　しそご
はん　大根ﾎﾟﾝ酢和え

おいなり　味噌汁　和風ﾊ
ﾝﾊﾞｰｸﾞ　ﾎﾜｲﾄｱｽﾊﾟﾗ　ﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ

ごはん　味噌汁　豚の竜
田揚げ　冷奴　ﾚﾀｽと大根
のｻﾗﾀﾞ

冷やしそうめん　ふきと天
ｶﾏのきんぴら　里芋の煮
物　ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

夕
ごはん　若芽ｽｰﾌﾟ　茄子
のﾄﾏﾄ煮　椎茸と糸こん
にゃくの甘酢あんかけ

うな丼　味噌汁　かれい煮
魚　大根ｻﾗﾀﾞ　にらのお
浸し

ﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨ　きのこｽｰﾌﾟ
水菜ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ひれか
つ　大根と人参の含め煮
野菜盛り合わせ

ごはん　味噌汁　ﾋﾚｶﾂ
大根と人参の含め煮　野
菜の盛り合わせ

ごはん　味噌汁　肉じゃが
ほうれん草の海苔巻き
きゅうりの酢の物

ごはん　味噌汁　卵ﾊﾝﾊﾞｰ
ｸﾞ　人参の煮物　ｻﾗﾀﾞ
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朝
ﾊﾟﾝ　きのこｽｰﾌﾟ　目玉焼
き　さんまの蒲焼　春雨ｻ
ﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ちくわと
ｷｬﾍﾞﾂの味噌風味和え
もやしと人参のﾅﾑﾙ　卵豆
腐　手作りﾌﾟﾘﾝ

ごはん　味噌汁　野菜炒
め　焼鰆　松前漬

ごはん　味噌汁　ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
卵豆腐　水菜のお浸し

ごはん　味噌汁　ゆばと竹
の子の煮物　野菜の白和
え　おくら

ごはん　味噌汁　鰆の粕
漬け　麻婆春雨　ほうれん
草のお浸し

ごはん　味噌汁　目玉焼
き　焼き魚　ｻﾗﾀﾞ

昼
牛丼　味噌汁　いんげん
の胡麻和え　昆布の佃煮

ｶﾚｰﾗｲｽ　ｽｰﾌﾟ　長芋のｻ
ﾗﾀﾞ

海苔巻き　いなり寿司　お
吸い物　ｻﾗﾀﾞ

にゅうめん　焼鯖　長芋
南瓜の煮物

ごはん　味噌汁　肉豆腐
じゃがいもとﾍﾞｰｺﾝのﾏﾖ
ﾈｰｽﾞ和え　白菜のお浸し

二色そぼろ丼　味噌汁
長芋と豚肉の炒め物　杏
仁豆腐

家族会　十六穀米　うどん
天ぷら　豆腐　お浸し　昆
布煮

夕

ごはん　ｽｰﾌﾟ　人参と天ｶ
ﾏの炒め物　なすときのこ
のあんかけ　きゅうりの梅
酢和え

ごはん　ｽｰﾌﾟ　ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ
きのこの煮物　おから　ｻﾗ
ﾀﾞ　ﾊﾟｲﾝ

ごはん　味噌汁　生姜焼
き　ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ　ふきの油
炒め　ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙ

親子丼　味噌汁　ｽﾊﾟｻﾗﾀﾞ
ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　味噌汁　から揚げ
霙添え（ﾚﾀｽ添え）　ｽﾊﾟｻﾗ
ﾀﾞ　大根の霙煮

ごはん　味噌汁　ｴﾋﾞﾁﾘ　ﾆ
ﾗ玉　長芋の梅肉和え

ｼｰﾌｰﾄﾞｶﾚｰ　ｽｰﾌﾟ　ﾍﾞｰｺﾝ
ｻﾗﾀﾞ　ﾌﾙｰﾁｪ
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朝
ごはん　味噌汁　焼鮭　も
やしのお浸し　茄子の煮
びたし

ごはん　味噌汁　ちくわと
ｷｬﾍﾞﾂの味噌風味和え　ﾏ
ｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ　ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ　ﾍﾞｰ
ｺﾝｴｯｸﾞ

炊き込みごはん　味噌汁
佃煮　ﾌﾙｰﾂ

ごはん　味噌汁　卵焼き
きのこ炒め　いよかん

ごはん　ﾎﾟﾄﾌ　焼さんま
ほうれん草と揚げの煮び
たし　ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　味噌汁　目玉焼
き　ﾍﾞｰｺﾝ茄子焼　白菜の
お浸し　煮豆

ごはん　味噌汁　卵ﾏｶﾛﾆ
ｻﾗﾀﾞ　ほうれん草と水菜
のお浸し　さんま蒲焼おろ
し添え

昼
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ　ほうれん草の
ｽｰﾌﾟ　大根ｻﾗﾀﾞ

うな丼　味噌汁　ふきと天
ｶﾏの煮物　湯豆腐

焼うどん　味噌汁　ｱｽﾊﾟﾗ
ｵｸﾗ山芋和え

豚丼　味噌汁　茄子の味
噌炒め　ｾﾛﾘｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　ふきとち
くわのｺﾞﾏ炒め　南瓜のあ
んかけ煮　きゅうりと長い
もの酢の物　ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

生寿司　豆腐のお吸い物
ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　ﾋﾟｰﾁﾖｰｸﾞﾙﾄ

ごはん　すいとん汁　から
揚げ　ﾚﾀｽとｷｭｳﾘのｻﾗﾀﾞ
小松菜と揚げの煮びたし

夕
うな丼　椎茸の酢の物　白
菜のあんかけ　黒豆

焼そば　たこ焼き　えびの
ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　大根の
煮物　鯖おろし　いよかん

ごはん　餃子ｽｰﾌﾟ　ふき
の油炒め　ｷｬﾍﾞﾂと揚げ
の玉子とじ　豆腐の佃煮
和え

冷やしうどん　三つ葉のお
浸し　焼肉　ちくわｻﾗﾀﾞ

ﾋﾟﾗﾌ　ｼﾁｭｰ　ﾚﾀｽｻﾗﾀﾞ　餃
子

ごはん　味噌汁　ﾋﾟｰﾏﾝの
玉子とじ　糠さんま　れん
こんと里芋の煮物
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朝
ごはん　味噌汁　焼魚　麻
婆春雨　水菜ときゅうりの
ｻﾗﾀﾞ

ごはん　お吸い物　ﾆﾗ玉
長いもとﾂﾅの和え物　煮
豆

ごはん　味噌汁　きゅうり
のｺﾞﾏｻﾗﾀﾞ　長芋のﾁﾝｼﾞｬ
ｵﾛｰｽー　ふきの煮物

ﾊﾟﾝ　目玉焼き　ｳｨﾝﾅｰ
水菜のお浸し　ｻﾗﾀﾞ

ごはん　味噌汁　目玉焼
き　ﾚﾀｽｻﾗﾀﾞ　ｳｨﾝﾅｰ　昆
布の佃煮

ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ　ﾊﾞﾅﾅﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
野菜いっぱい卵焼き　信
田巻　杏仁豆腐

ごはん　味噌汁　鰆の西
京漬　ﾋﾞｰﾌﾝ　もやしとほう
れん草のﾂﾅ和え

昼
かき揚げそば　水菜のお
浸し　白桃　ﾊﾞﾅﾅ

ごはん　味噌汁　鱈のﾎ
ｲｰﾙ焼　ｽﾊﾟｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
春雨と玉子のﾎﾟﾝ酢和え

ﾁｰｽﾞｶﾂｶﾚｰ　舞茸のｽｰﾌﾟ
長芋とﾊﾑの中華和え

山菜おこわ　味噌汁　野
菜の白和え　ﾏｶﾛﾆのﾅﾎﾟﾘ
ﾀﾝｻﾗﾀﾞ　ﾋﾟｰﾁﾌﾙｰﾁｪ（ｷｳ
ｲ添え）

ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟｰｸ　きのこｽｰﾌﾟ
ﾌﾙｰﾁｪ（桃）

豚丼　ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ　ﾎﾟﾃﾄｻﾗ
ﾀﾞ

ごはん　ほうれん草のｽｰ
ﾌﾟ　大根の煮物　ﾍﾞｰｺﾝと
ほうれん草のチ中華炒め
煮豆

夕
ﾁｬｰﾊﾝ　味噌汁　ふきの
煮物　白菜のお浸し　ﾊﾟｲ
ﾝ

ごはん　味噌汁　ﾛｰﾙｷｬ
ﾍﾞﾂ　ﾎｯｹ　ほうれん草の
お浸し

ごはん　味噌汁　ﾎｲｺｰﾛｰ
麻婆春雨　ｼﾁｭｰ

ごはん　味噌汁　煮物　ﾎﾟ
ﾃﾄｻﾗﾀﾞ　焼き鰆

ごはん　味噌汁　豆腐ﾊﾝ
ﾊﾞｰｸﾞ　ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ　長芋
の煮物

ごはん　お吸い物　きのこ
のにんにく炒め　人参と天
ぷらのきんぴら　豆腐の
佃煮和え

ごはん　じゃがいもｽｰﾌﾟ
水菜と豚肉の酒蒸し　な
すとｳｨﾝﾅｰのｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
きゅうりのたらこ和え

31

朝
ﾊﾟﾝ　ﾎﾟﾄﾌ　目玉焼き　ほう
れん草と舞茸のｿﾃｰ　ﾊﾟｲ
ﾅｯﾌﾟﾙ

昼
ｶﾚｰﾗｲｽ　もやしｽｰﾌﾟ　豆
腐ｻﾗﾀﾞ

夕
ごはん　味噌汁　肉じゃが
ひじきと天ｶﾏのｺﾞﾏ風煮
白菜のお浸し

グループホームアウル登別館 ５月　献立表　山ユニット


