
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝

・ご飯　・味噌汁：豆腐　エノ
キ　ネギ　・水菜とシーチキ
ンのサラダ　・目玉焼き　・
ジャコの佃煮　・ウドのキン
ピラ

・ご飯　・お吸物：おふ　ネ
ギ　椎茸　・キャベツと魚貝
の塩炒め　・ちんげん菜と
シメジの中華風あんかけ
・ワカメとツナのサラダ

・ご飯　・味噌汁：ワカメ　ネ
ギ　小松菜　・がんも　豆腐
の煮物　・さんまの煮つけ
・キュウリとシソの漬物　・
とろろ芋

・ご飯　・シチュー　・焼き鯖
・厚焼きタマゴ　・煮豆　・佃
煮　・フルーツヨーグルト：
いちご　バナナ

・ご飯　・味噌汁：豆腐　ワ
カメ　ネギ　・鮭　・鶏肉と野
菜の卵とじ　・長芋　・煮豆
・キューリの漬物

・ご飯　・味噌汁：おふ　・鮭
・チキンナゲツト　・切干大
根　・煮豆　・昆布の佃煮

・ご飯　・味噌汁：ニラ　タマ
ゴ　・ふき煮　・昆布の佃煮
・キュウリの漬物　・ホッケ
の味噌漬け

昼

・まぐろ丼　・すいとん：豚
肉　大根　人参　玉葱　・ワ
カメの酢味噌和え：イカ　ネ
ギ　・サラダ：水菜　ハム
ミニトマト　キャベツ

・五目ご飯　・シチュー　・大
根サラダ　・焼き鯖

・ご飯　・お吸物：椎茸　お
ふ　・メンチカツ：レタス　ト
マト　バナナ　・スパサラダ
・豆腐あんかけ：ひじき　小
松菜　人参

・ご飯　・お吸物：高野豆腐
ワカメ　ネギ　・ジンギスカ
ン　・長芋　キュウリの酢の
物　・レタス　イチゴ　パイ
ンのサラダ

・シソご飯　・お吸物：椎茸
ワカメ　ネギ　・広島風お好
み焼き：キャベツ　豚肉　イ
カ　・フルーツポンチ：パイ
ン　桃　みかん

・チャーハン　・味噌汁：ワ
カメ　団子　・煮物：かまぼ
こ　人参　大根　・フルーツ
ヨーグルト：バナナ

・ご飯　・味噌汁：鶏ゴボウ
のすり身　・鯖の照焼　・ナ
スとピーマンのみぞれ和
春菊のゴマ和え

夕

・ご飯　・味噌汁　・天ぷら：
チカ　かぼちゃ　タラの芽
・キューリの酢の物　・湯豆
腐

・ご飯　・味噌汁：油揚げ
ブナシメジ　・煮物：大根
人参　椎茸　高野豆腐　天
カマ　・フルーツヨーグル
ト：いちご　バナナ　・五周
年記念のケーキ

・ご飯　・シチュー　・水菜の
サラダ　・切干大根：油揚
げ　人参

・ご飯　・芋団子のスープ
・メルルーサのチーズ焼き
・春雨サラダ　・かぼちゃ煮

・ご飯　・味噌汁：しみ豆腐
・刺身：エビ　マグロ　・大根
さつま揚げの煮物　サラ
ダ：水菜　トマト　かにカマ

・ご飯　・ホタテの吸物　・
キャベツの和え物　・ふき
煮

・ご飯　・味噌汁：玉葱　あ
げ　水菜　・カキフライとメ
ンチカツ　・小松菜とナルト
の煮びたし
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朝

・ご飯　・お吸い物：ワカメ
椎茸　・オムレツ：エビ　大
根と天カマの煮物　・豆腐
サラダ：水菜　ワカメ　ちく
わ

・ご飯　・味噌汁：豆腐　椎
茸　・目玉焼き　・水菜サラ
ダ　・きんぴらごぼう　・パイ
ン　・ジャコの佃煮　・キュ
ウリの漬物

・ご飯　・味噌汁：豆腐　油
揚げ　ネギ　・さんま　・じゃ
が芋のキンピラ　・切干大
根：なると　ホタテ　・昆布
佃煮　・煮豆

・ご飯　・味噌汁：ニラ　タマ
ゴ　・焼き鯖　・芋のきんぴ
ら　・うめ干し　・すきやき

・ご飯　・味噌汁：豆腐　揚
げ　水菜　・ホッケ　・長芋
キューリ　カニ風味の酢の
物　・ウィンナー　タマゴ　ト
マト　ほうれん草のソテー

・ご飯　・味噌汁：ニラ　タマ
ゴ　・焼き豚ハム：キャベツ
キュウリ　・ぜんまいと人参
天カマの煮物　・焼きナス

・ご飯　・お吸い物：ワカメ
ネギ　おふ　・キャベツとエ
ビの塩炒め　・大根の煮
物：天カマ　白滝　・こん
にゃくサラダ：ワカメ　カニ
カマ　・おくら昆布

昼

・ご飯　・うどん　・サラダ：ト
マト　キューリ　みかん　バ
ナナ　・柳風煮物：高野豆
腐　ゴボウ　椎茸

・ご飯　・味噌汁：かぼちゃ
・うなぎの柳川風　・春菊の
ゴマ和え　・コロッケ　・サラ
ダ：トマト　水菜　かにカマ

・カレーライス：豚肉　シー
フード　人参　玉葱　じゃが
芋　・お吸い物：椎茸　おふ
ナルト　水菜　・酢の物：ワ
カメ　長ネギ　・ふくしん漬
け

・ご飯　・お吸い物：豆腐
えのき　しめじ　・焼きサン
マ　・フキとナルトの味噌煮
・トマトと水菜のサラダ　・も
やしの梅和え

・ご飯　・お吸い物：ナルト
三つ葉　椎茸　・若鶏の照
焼　・あさつきとワカメのぬ
た　・ナス　ピーマン　人参
の炒め物

・ご飯　・味噌汁：ワカメ　・
揚げだし豆腐　・三つ葉と
キノコの野菜炒め　・キャベ
ツ　油揚げと豆腐の煮物

・牛丼　・味噌汁：大根　・
人参のキンピラ　・じゅんさ
い

夕

・ご飯　・味噌汁：玉葱　豆
腐　・豚肉の生姜焼き　・サ
ラダ：キャベツ　トマト　バナ
ナ　・キューリの味噌和え
・漬物

・ご飯　・味噌汁：なめこ
ネギ　・肉団子と玉葱の炒
め　・焼き鯖　・きんぴらご
ぼう　・いちご

・ご飯　・味噌汁：しめじ　大
根　ネギ　・すき焼き風煮
込み：豚肉　白菜　豆腐
白滝　玉葱

・ご飯　・味噌汁：ニラ　タマ
ゴ　豚焼肉　・スパサラダ
・キャベツと春雨の煮物　・
冷やっこ

・ご飯　・味噌汁：豆腐　鶏
ゴボウ　大根　・魚フライ　・
キャベツとカニカマとトマト
の和え　・三つ葉のタマゴ
とじ　・ささぎと天カマの煮
物　・バナナヨーグルト

・ご飯　・味噌汁：ニラ　な
めこ　・肉じゃが　・水菜の
サラダ　・フルーツヨーグル
ト：りんご　・ホッケ

・ご飯　・三平汁　・きんぴら
と小松菜のおかか和え　・
煮物：大根　人参　天カマ
フキ　・フルーツポンチ
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朝

・ご飯　・味噌汁：ニラ　タマ
ゴ　・イカ酢　・目玉焼き　・
ウィンナーとピーマンの炒
め物　・きのこ　春雨　もや
しの中華炒め

・ご飯　・味噌汁：豆腐　ネ
ギ　・鯖　・煮物：大根　人
参　椎茸　天カマ　高野豆
腐　鶏肉　・だしまきタマゴ
・煮豆

・ご飯　・味噌汁：玉葱　豆
腐ネギ　・たらこ和え　・昆
布佃煮　・ピーチヨーグルト

・ご飯　・味噌汁：大根　油
揚げ　おふ　・ホッケ　・豆
腐と野菜の卵とじ　・キュウ
リの梅和え　・じゃこの佃煮
・三つ葉のなめたけ和え

・ご飯　・お吸い物　舞茸
ワカメ　・大根と揚げの煮
物　・卵の和風あんかけ：
エビ　・キュウリとクラゲの
和え物　・しそ昆布

・ご飯　・味噌汁：ニラ　卵
・甘エビとキュウリのたらこ
和え　・フキと揚げとキノコ
の味噌煮　・昆布の佃煮
・かぼちゃの煮物　・鮭

・ご飯　・味噌汁：なめこ　え
のき　・味噌サンマ焼き　・
長芋とカニ風味のドレッシ
ング和え

昼

・ご飯　・味噌汁：高野豆腐
三つ葉　・コロッケ　メンチ
カツ　・キャベツとカニ風味
サラダ　・ほうれん草のゴ
マ和え　・長芋の梅和え　・
フルーツヨーグルト

・ご飯　・味噌汁：ブナピー
ワカメ　玉葱　・ホッケ　・中
華クラゲ　・三つ葉としめじ
の和え物　・春雨煮物　・サ
ラダ：パイン　トマト　カニカ
マ

・ご飯　・お吸い物：椎茸
ニラ　タマゴ　・ミートスパゲ
ティ　・大根と鯖の煮物　・
大学芋　・キュウリの漬物

・中華丼　・お吸い物：きの
こ　・そうめんのゴマ中華め
ん風　・茄子の味噌炒め　・
りんごヨーグルト青汁入り

・ご飯　・お吸い物：豆腐
椎茸　ナルト　・肉の味噌
炒め：豚肉　キャベツ　人
参　玉葱　　・子和え　・サ
ラダ：水菜　トマト　カニカマ

・ご飯　・ソーメン汁　・サン
マ焼き　・煮物：厚揚げ　い
んげん　鶏肉　・ほうれん
草のおひたし　・みかん
ヨーグルト

・ご飯　・うどん　・肉じゃが
・ワカメとネギの酢味噌和
え　・トマトと水菜のサラダ

夕

・ご飯　・味噌汁：揚げ　豆
腐　ネギ　・ヒレ肉：レタス
トマト　・キュウリと昆布の
和え物　・フキ　天カマ　こ
んにゃくの煮物

・ご飯　・味噌汁：かぼちゃ
玉葱　揚げ　・カキフライ　・
サラダ：白菜　アスパラ　ハ
ム　・煮物：天カマ　こん
にゃく　人参　・浅つきとワ
カメの酢味噌和え

・ご飯　・味噌汁：なめこ　し
めじ　・鶏肉とアスパラの黒
酢あんかけ　・ナスの煮物
・味噌おでん：大根　天カマ
こんにゃく

・ご飯　・中華スープ：ニラ
卵　・エビチリ　・麻婆豆腐
・ワカメとキュウリの酢の
物：カニカマ

・五穀米　・味噌汁：豆腐
ワカメ　・赤魚煮つけ　・天
ぷら：椎茸　アスパラ　大根
おろし　・ちんげん菜と小松
菜のカニ風味おひたし

・赤飯　・野菜ラーメン　・
キュウリとエビの和え物　・
夕張メロンゼリー

・ご飯　・中華スープ：
シューマイ　・麻婆ナス　・
焼き鮭　・フルーツサラダ
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朝

・ご飯　・味噌汁：ナス　玉
葱　・ニラ五焼き：玉葱　天
カマ　・白菜のおひたし　・
すじこ　・中華ほたて

・ご飯　・味噌汁：揚げ　豆
腐　・ミートボール　玉葱和
え　・煮物　・鮭　・もやし青
じそ風味和え　・フルーツ
ヨーグルト

・ご飯　・味噌汁：ニラ　卵
・焼きサンマ　・春雨　きの
こ　もやしの炒め物　・ピー
マンとハムの昆布炒め

・ご飯　・お吸い物：ワカメ
ネギ　・ナスの和風ひき肉
あんかけ　・エビと野菜の
塩炒め　・サラダ：水菜　ト
マト　ツナ

・ご飯　・味噌汁：高野豆腐
ワカメ　・切干大根　・筋子
・豚肉のソテー：ほうれん
草　・トマト　キューリ　シー
チキンのサラダ

・ご飯　・味噌汁　・焼魚
(鮭、おろし)　・切干大根　・
しそ昆布　・小松菜とかに
酢の物

・ご飯　・味噌汁　・焼魚(あ
じ)　・にら卵とじ　・玉ねぎ
とメンチボールケチャップ
炒め　・きゅうりとキャベツ
の浅漬

昼

・牛丼　・お吸い物：すり身
豆腐　ネギ　・三つ葉とワカ
メの酢味噌和え　・トマト
水菜のサラダ　・煮豆

・竹の子ご飯　・お吸い物：
豆腐　しめじ　ナルト　ほう
れん草　・鶏手羽ギョーザ
・ワカメとネギの酢味噌和
え　・サラダ：トマト　水菜
白菜

・ご飯　・お吸い物　・鮭の
ム二エル　・天カマ　インゲ
ン　つきこんの煮物　・キャ
ベツ　カニカマの酢の物　・
漬物

・ご飯　・きつねうどん：油
揚げ　ナルト　ネギ　・グラ
タン：芋　ベーコン　チーズ
・エビの塩辛　・バナナヨー
グルト

・カレーライス：シーフード
・キュウリとワカメの酢の物
・フキと天カマの煮物　・フ
ルーツヨーグルト　・お吸い
物：すり身

・うなぎちらし寿司　・お吸
い物　・手羽餃子(レタス)
・きゅうり酢の物　・白菜漬
物　・いちご

・豆ご飯　・シーフードシ
チュー　・メンチカツ　・トマ
ト甘漬　・いちご

夕

・竹の子ご飯　・味噌汁：ホ
タテ　・フキ竹の子の煮物
・山芋のサラダ　・ソイの照
焼

・ご飯　・シチュー　・天カマ
と昆布の煮物　・大根サラ
ダ

・ご飯　・味噌汁：大根　油
揚げ　・煮込みハンバー
グ：人参　スパゲティ　・サ
ラダ：トマト　水菜　カニカマ
・切干大根

・ご飯　・三平汁：たら　大
根　人参　芋　玉葱　三つ
葉　・鶏肉とピーマン　しめ
じの中華炒め　・冷やっこ
・サラダ：トマト　水菜　カニ
カマ

・ご飯　・味噌汁：ニラ　卵
・真ダラの味噌漬け　メン
チカツとキュウリもみ　・フ
キとゼンマイの煮物　・ナ
スとピーマンの煮びたし

・ご飯　・味噌汁　・焼魚(さ
んま、おろし)　・ホタテサラ
ダ　・山菜煮物

・ご飯　・お吸い物　・ししゃ
もフライ(キャベツ、トマト)
・粉ふき芋　・かつおたたき
・行者にんにくおひたし
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朝

・ご飯　・味噌汁　・焼魚(さ
んま、おろし)　・じゃがいも
きんぴら　・卵焼き　・つくね
・フルーツヨーグルト

・ご飯　・お吸い物　・焼売
としめじの中華あんかけ　・
豆腐サラダ　・にら玉

昼
・ご飯　・うどん汁　・鶏肉と
アスパラの卵とじ　・春菊
柳川風

・ご飯　・味噌汁　・ジンギ
スカン　・松前漬　・かぶと
きゅうり漬物

夕

・ご飯　・味噌汁　・焼魚(赤
魚西京漬)　・ぜんまいとこ
んにゃく煮物　・わかめきゅ
うり酢の物　・かにサラダ

・ご飯　・すり身汁　・焼魚
（さば）　・肉じゃが　・シー
チキンと野菜のサラダ　・
バナナ、白桃ヨーグルト

グループホームアウル登別館　４月　献立表　　海ユニット


