
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

朝
ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・カレーコロッケ・大根
の煮物・煮豆・漬物

パンケーキorご飯・コンソ
メスープ・ジャーマンポテ
ト・さつま芋のオレンジ
煮・コールスローサラダ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・目玉焼き・コロッケ

ご飯・味噌汁・サバ焼魚・
切り干し大根

昼
生寿司・お吸い物・オード
ブル盛り合わせ

パン盛り合わせ・ニラと玉
子のスープ・ベーコンと彩
り野菜のバター炒め・フ
ルーチェ

カレーライス・サラダ・フ
ルーチェ

ご飯・クリームシチュー・
蒲鉾と小松菜の卵とじ・
漬物

夕 三色丼・味噌汁・煮豆
豚丼・味噌汁・大根とサツ
マイモの煮物・フルーツサ
ラダ

ご飯・ホルモン煮込み・ポ
テトサラダ・フルーツミック
ス和え

たけのこご飯・味噌汁・餃
子・フキの煮物

5 6 7 8 9 10 11

朝

ご飯・味噌汁・中華風玉
子焼き・ポテトとアスパラ
チーズ焼き・胡瓜とかぶ
の浅漬け・煮豆

ご飯・味噌汁・サケ焼き
魚・玉子焼き・コロッケ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
大根のきんぴら・煮豆・漬
物

フレンチトースト・中華
スープ・トマトと玉子のふ
んわりソテー・ジャーマン
ポテト

ご飯・味噌汁・天カマ醤油
炒め・炒り卵・ハムカニカ
マサラダ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
かぶの煮物・ほうれん草
のポン酢炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・あらびきウ
インナー・スクランブル
エッグ・心太

昼
炒飯・ワカメスープ・ニラ
のチヂミ・フライドポテト

海老風味スパゲッティ・野
菜サラダ・野菜たっぷり
スープ・プリン

ご飯・豚汁・春雨のサラ
ダ・小松とキャベツのナム
ル・フルーチェ

炒飯・シチュー・アスパラ
とベーコン・煮豆・フルー
チェ

パン盛り合わせ・アスパラ
とベーコン卵炒め・野菜
スープ・メロン

ご飯・味噌汁・焼き魚・大
根おろし・トマトと玉子の
炒め物・白滝のシーチキ
ン煮

かき揚げ丼・味噌汁・ほう
れん草のおかか和え・み
かん、バナナ

夕
天丼・味噌汁・煮豆・フ
ルーツミックス和え

そぼろ丼・味噌汁・たくあ
ん

ご飯・味噌汁・手作りコ
ロッケ・スパサラ・漬物

うな丼・味噌汁・玉葱、ツ
ナサラダ

ご飯・味噌汁・すき焼き風
煮・小松菜の胡麻和え

そぼろ丼・中華スープ・ほ
うれん草のお浸し

ご飯・味噌汁・天ぷら・大
根サラダ・フルーツ和え

12 13 14 15 16 17 18

朝
ご飯・味噌汁・フキの煮
物・ジャーマンポテト風・
手作り巾着

ご飯・味噌汁・フキの油炒
め・煮卵・漬物・南瓜の煮
物

ご飯・味噌汁・照り焼きチ
キンボール・炒り卵・ハム
ツナサラダ

ご飯・スープ・グラタン・麻
婆茄子・アスパラとポーク
ソーセージソテー

ご飯・味噌汁・カニクリー
ムコロッケ・煮豆・ベーコ
ン玉ねぎ炒め物

ご飯・味噌汁・コーンク
リームコロッケ・炒め納
豆・ラーメンサラダ

ご飯・石狩鍋・大根の煮
物・煮卵・かぶの漬物・苺
ヨーグルト和え

昼 冷麦・稲荷寿司

ご飯・味噌汁・ほっけ塩焼
き・大根おろし・キャベツと
桜エビ、サツマイモの炒
め煮・トマトのさっぱりサ
ラダ

カレーライス・マカロニサ
ラダ・フルーチェ

かき揚げうどん・お稲荷さ
ん・ほうれん草のなめ茸
和え・牛乳寒・漬物

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
大根と豚バラ炒め・南瓜
煮

ご飯・味噌汁・肉豆腐・か
ぶの桜エビ煮・きんぴらご
ぼう・いちご

カレーライス・フルーチェ

夕
麻婆丼・味噌汁・桃のゼ
リー和え・漬物

ご飯・味噌汁・豚しゃぶ・
ほうれん草のお浸し・煮
豆

中華丼・中華スープ・みか
んヨーグルト和え・漬物

ご飯・味噌汁・豚肉ジンギ
スカン風・キノコソテー・ツ
ナ、玉葱サラダ

ざるラーメン・フルーツゼ
リー和え

ご飯・味噌汁・鶏肉の甘
酢あん・キノコソテー・バ
ナナヨーグルト和え

ご飯・味噌汁・二色丼・漬
物・桃のゼリー和え
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朝
ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・肉豆腐・漬物・里芋の
煮付け

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
茄子の味噌炒め・煮豆・
たくあん

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・カニクリームコロッケ・
胡瓜と大根の浅漬け

ご飯・味噌汁・ホッケほぐ
し身・ベーコンとピーマン
の炒め物・漬物・チーズポ
テト

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
玉子焼き・切り干し大根

ご飯・味噌汁・シュウマ
イ・里芋の煮物・心太・煮
豆

ご飯・味噌汁・炒り卵・茄
子の胡麻油和え・玉葱ツ
ナサラダ

昼
お好み焼・スープ・ほうれ
ん草のお浸し・フルー
チェ・アスパラ

ご飯・味噌汁・ホッケの塩
焼き・大根おろし・トマトと
玉子のふわとろ炒め・
キャベツとさつま揚げの
さっと煮

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
アスパラベーコンのバ
ター炒め・豆腐としめじの
卵とじ・苺のヨーグルト和
え

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ、ミニサラダ付き・ピー
マン塩昆布カニカマ和え・
漬物

パン盛り合わせ・玉子とレ
タスの中華スープ・ジャー
マンポテト・フルーチェ

ジンギスカン・おにぎり・
いちご

稲荷寿司・冷麦

夕

ご飯・味噌汁・鶏肉の照り
焼き・もやしとニラのナム
ル・茄子とピーマンの味
噌炒め

そぼろ丼・味噌汁・玉葱、
ツナサラダ・スクランブル
エッグ

豚丼・味噌汁・漬物・桃

ご飯・味噌汁・野菜炒め
のあんかけ・ニラの卵と
じ・みかんのヨーグルト和
え

三色丼・味噌汁・アスパラ
サラダ

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
きのこ卵とじ・胡瓜生姜和
え

ご飯・レタスしゃぶしゃぶ・
ほうれん草とハムのオイ
スターソース炒め・キウ
イ、みかんのヨーグルト和
え

26 27 28 29 30

朝
ご飯・味噌汁・煮卵・大根
の煮物・カレイ焼き

ご飯・味噌汁・温玉・大根
のきんぴら・冷奴・豚バラ
炒め

ご飯・味噌汁・ベーコン、
玉葱炒め・胡瓜の生姜和
え・麻婆豆腐

ご飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め・白菜のなめ茸和
え・フルーツヨーグルト和
え・煮豆

ご飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め・鯖焼き魚・大根
サラダ・フキの煮物

昼
おにぎり・ぶっかけ天ぷら
うどん・たくあん

親子丼・味噌汁・ほうれん
草のツナ和え・高野豆腐
の生姜煮

カレーライス・レタスと玉
子のスープ・もやしのなめ
茸和え・みかん缶入りフ
ルーチェ

親子丼・味噌汁・ほうれん
草のお浸し

パン盛り合わせ・野菜
たっぷり中華スープ・スペ
イン風オムレツ・フルーツ

夕
三色丼・味噌汁・煮豆・漬
物

ご飯・味噌汁・豚焼肉・玉
ねぎサラダ・たくあん

たらこスパゲッティ・ニラ
玉汁・小松菜の白和え

ご飯・白菜のミルフィー
ユ・みかんのゼリー和え・
白菜のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・白菜のお
浸し・豚肉のすき焼き・桃

グループホームアウル 　６月　献立表
アウルⅠ


