
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

・ご飯・味噌汁・ベー
コンとほうれん草の
炒め物・ホッケの塩
焼き・漬物

・ご飯・味噌汁・ホッケ
焼き・卵豆腐・ブロッ
コリー・たらこ・フルー
ツ

・ご飯・味噌汁・照り
焼きチキン・スクラン
ブルエッグ・さつまい
もサラダ

・ご飯・味噌汁・ブリ
焼き・魚肉ハンバー
グ・煮豆・お浸し

・ご飯・味噌汁・鮭焼
き・ウインナー・きゅう
りの和え物

・ご飯・味噌汁・さつ
ま揚げ・卵焼き・煮
豆・お浸し

・ご飯・味噌汁・ウイ
ンナー・ブロッコリー・
ひじきと天かまの煮
物

昼
・ご飯・味噌汁・鶏肉
の卵とじ・チャプチェ・
白菜漬け

・稲荷寿司・味噌ラー
メン・佃煮・パイン

・カレーライス・スー
プ・しめ鯖のポン酢和
え・りんご

・冷やしラーメン・ふき
としらたきの煮物・
キュウイ

・おにぎり・卵焼き・漬
物・味噌おでん

・そば・温野菜サラ
ダ・鶏肉とごぼうの煮
物

・ご飯・すり身のスー
プ・おろししそ煮込み
ハンバーグ・シー
ザーサラダ・フライド
ポテト

夕

・ご飯・味噌汁・銀ガ
レイのみりん漬け・か
ぼちゃの煮付け・茄
子の煮浸し

・ご飯・つみれ汁・筑
前煮・チンジャオロー
ス・インゲンの胡麻和
え

・ご飯・味噌汁・カレイ
の煮付け・野菜の煮
浸し・漬物

・ご飯・シチュー・スー
プ・ナムル

・ご飯・味噌汁・バー
ベキュー・アボガドと
マグロの和え物

・ご飯・味噌汁・鯖の
味噌煮・ほうれん草
のお浸し・漬物

・寿司・お吸い物・鶏
肉のソテー・サラダ
(レタス、トマト、きゅう
り)・フルーチェ

8 9 10 11 12 13 14

朝

・ご飯・味噌汁・鮭の
塩焼き・きゅうりとハ
ムのポン酢和え・漬
物・煮豆

・ご飯・味噌汁・ポテト
チーズ炒め・きゅうり
のカニカマサラダ・
ホッケの照り焼き

・ご飯・味噌汁・納豆・
ネギ入り卵焼き・ほう
れん草のお浸し・らっ
きょう・梅干・フルーツ
ヨーグルト

・ご飯・味噌汁・卵焼
き・ソーセージ・きゅう
りの和え物・ふきの
煮物

・ご飯・味噌汁・マー
ボー春雨・鯖の味噌
煮・紅しょうがのさつ
ま揚げ・フルーチェ

・ご飯・味噌汁・ウイ
ンナー・エビサラダ・
ハッシュドポテト・ブ
ロッコリー

・ご飯・ワカメともやし
のスープ・目玉焼き・
ジャーマンポテト・ゴ
マ昆布・トマト

昼
・ご飯・シチュー・ラー
メンサラダ・ししゃも

・ご飯・味噌汁・とん
かつ・マーボー豆腐・
クラゲときゅうりの和
え物

・ご飯・すり身の味噌
汁・かすべの煮付け・
マカロニサラダ・漬物

・豚丼・味噌汁・イカと
大根の煮物・ほうれ
ん草のお浸し

・ご飯・春雨スープ・
ハンバーグ・サラダ・
フライドポテト

・茄子とひき肉のカ
レー・ベーコンともや
しのスープ・マカロニ
サラダ

・ご飯・味噌汁・チキ
ンカツ・アスパラのフ
ライ(キャベツの千切
り添え)・ピーマンと人
参の金平

夕
・ご飯・うどん・肉入り
野菜炒め・きゅうりの
和え物・お浸し

・ご飯・味噌汁・豚肉
と野菜のポン酢炒
め・大根おろしのなめ
茸掛け・長いもの千
切り

・ご飯・味噌汁・豚肉
とナスの味噌炒め・
ニラのお浸し・ホッケ
焼き

・ご飯・うどん・ホッケ
焼き・麻婆茄子・なめ
茸の和え物

・ご飯・味噌汁・回鍋
肉・アボガドとマグロ
のわさび醤油和え・
きゅうりの酢の物

・ご飯・味噌汁・麻婆
豆腐・ほうれん草の
胡麻和え・サラダ

・焼きそば・ワカメの
スープ・かぼちゃ・ブ
ロッコリー・メカブの
和え物

15 16 17 18 19 20 21

朝

・ご飯・味噌汁・卵焼
き・ウインナー・白菜
の生姜醤油和え・ゴ
マ昆布

・ご飯・味噌汁・塩さ
ば・梅干・オクラ入り
とろろ芋・茄子の漬
物・フルーチェ

・ご飯・みそ汁・焼売・
もやしの玉子とじ・胡
瓜の和え物

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・さつま
揚げの煮物・梨

・ご飯・みそ汁・さわら
の塩焼・昆布の佃
煮・グリーンサラダ

・パン・ハムの炒め
物・金平ゴボウ・キュ
ウイ・フルーチェ

・ご飯・野菜スープ・
ハムとキャベツの炒
め物・玉子焼・もずく
酢・パイン

昼
・牛丼・味噌汁・キャ
ベツの塩昆布サラ
ダ・スイカ

・ご飯・味噌汁・鶏肉
の卵とじ・豚肉と人参
の甘辛煮・ハムと水
菜のサラダ

・カレーライス・もやし
のスープ・しめ鯖のポ
ン酢和え・フルーチェ

・ご飯・豚汁・鮭焼き・
生姜昆布・みつ豆

・ご飯・ワカメスープ・
ピーマンの肉詰め・と
びっ子のサラダ・漬
物・トマト

・ご飯・みそ汁・ユーリ
ンチ―（レタス添え）・
ほうれん草のお浸し・
漬物・トマト

・醤油ラーメン・サラ
ダ・桃

夕
・ご飯・味噌汁・餃子・
赤魚のみりん漬け・
レタスの酢味噌和え

・ご飯・うどん・中華春
雨・もずく酢

・鶏ごぼうご飯・みそ
汁・きのことアスパラ
の天ぷら・漬物

・混ぜご飯・みそ汁・
煮物・白菜のお浸し・
漬物

・ワカメご飯・みそ汁・
秋刀魚の煮付・ブロッ
コリー・ポテトサラダ

・ご飯・みそ汁・カレイ
の煮付・オクラの和え
物・南瓜煮

・ご飯・ワンタンスー
プ・生姜焼き（レタス
添え）・白和え・フ
ルーツ

22 23 24 25 26 27 28

朝

・ご飯・みそ汁・秋刀
魚の煮付・ウイン
ナー・ほうれん草の
シーチキン和え

・ご飯・みそ汁・鮭焼
き・サラダ・佃煮・桃

・ご飯・みそ汁・切干
大根の煮物・煮豆

・ご飯・みそ汁・納豆・
胡瓜の酢の物・ウイ
ンナー・南瓜

・ご飯・みそ汁・鮭焼
き・玉子焼・ワカメの
和え物

・パン・スープ・目玉
焼き・ハンバーグ・マ
カロニポテトサラダ

・ご飯・みそ汁・塩さ
ば焼き・ピーマンの炒
め物・漬物・ヨーグル
ト

昼
・ご飯・みそ汁・チキ
ンと白身魚のフライ・
煮物・マーボー茄子

・冷やし蕎麦・ゆかり
おにぎり・野菜炒め・
梨

・ご飯・みそ汁・和風
ハンバーグ・しめ鯖・
もやしのサラダ

・散らし寿司・お吸い
もの・水菜のお浸し・
パインフルーチェ

・ご飯・餃子スープ・
豚肉と玉葱の甘酢
ソース掛け・ブロッコ
リー・さくらんぼ

・チキンソースかつ
丼・うどん

・いなり寿司・かけ蕎
麦野菜炒め・漬物

夕

・ご飯・お吸いもの・
海老マヨ・マグロとア
ボガドのわさび醤油
和え・パイン

・ご飯・みそ汁・鰤大
根・南瓜煮・キュウイ

・ご飯・みそ汁・海老
フライ（キャベツ添
え）・チンゲン菜のあ
んかけ

・ご飯・みそ汁・マー
ボー豆腐・ほうれん
草のお浸し・なめ茸と
竹輪の和え物・パイ
ン

・ご飯・みそ汁・筑前
煮・マーボー春雨・茄
子の素揚げめんみ漬
け

・ご飯・ウインナーと
野菜のスープ・海老
とイカの野菜炒め・餃
子

・ご飯・みそ汁・豆腐
の玉子とじ・茄子と豚
肉の味噌炒め・もや
しとほうれん草のな
め茸和え

29 30

朝

・ご飯・みそ汁・鮭焼
き・ウインナー・玉子
焼・胡瓜とハムのサ
ラダ

・ご飯・野菜みそ汁・
赤魚の粕漬け・ウイ
ンナー・煮豆・漬物

昼

・ご飯・ワカメスープ・
イカリング・カニクリー
ムコロッケ・海老フラ
イ・水菜とキャベツの
サラダ・メロン

・生ちらし寿司・みそ
汁・ポテトサラダのハ
ム巻き・焼き茄子・漬
物・フルーチェ

夕

・ご飯・みそ汁・枝豆
入りさつま揚げ・豚肉
の甘辛煮・ハムとカニ
カマのサラダ

・カレーライス・ニラ玉
スープ・刺身こんにゃ
く・ささぎの煮物

グループホームアウル登別館　６ 月　山ユニット　献立表


