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朝
ご飯･なめこ汁・ししゃも
焼・肉じゃが・煮豆・昆布
巻・ところ天・トマト・牛乳

ご飯･味噌汁・おふくろ煮・
チーズ入り卵焼き・ミート
ボール・ハチミツポテト・み
かんとパイナップル添え

    
ご飯・味噌汁・だし巻き
卵・いんげんゴマ和え・里
芋煮・焼鮭・トマト・牛乳

昼

ご飯･味噌汁・ミックスフラ
イ（鳥肉、豚肉、ピーマ
ン、エリンギ）・サーモンと
レタスのマリネ

ご飯･味噌汁・親子煮・肉
巻フライ（ポテト、人参、ア
スパラ入り）・ミートスパゲ
ティ・野菜サラダ・漬物・フ
ルーツゼリー

    

ご飯･味噌汁・焼肉（温
キャベツ、トマト、バナ
ナ）・煮物（厚揚げ、人
参）・梅干入りとろろ芋

夕
ご飯･味噌汁・豚肉豆腐巻
すき焼き風煮・キンピラゴ
ボウ・焼鮭・漬物

ご飯･味噌汁・カレイのみ
りん漬・豚キムチ・ほうれ
ん草のなめこ和え・昆布
巻・野菜とソーセージ煮

    
ご飯･味噌汁・ホッケ焼・
かき揚げ・水菜、キュウ
リ、ハムのサラダ・佃煮
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朝
ご飯･味噌汁・芋煮（天カ
マ入り）・小魚佃煮・煮豆・
レタス挽肉炒め・牛乳

ご飯･味噌汁・サンマの蒲
焼き・切干大根の浅漬け・
さつま芋の甘煮・高野豆
腐の肉詰め煮・芋とマカロ
ニのクリーム煮

ご飯･味噌汁・チーズ入り
卵焼き・キンピラゴボウ・
煮豆・小松菜揚げ竹輪
煮・牛乳

ご飯･味噌汁・目玉焼き
（付ハム、ウインナー）・里
芋、シュウマイ、ほうれん
草のスープあんかけ・バ
ナナ・牛乳

ご飯･味噌汁・肉じゃが・
シーチキン、竹輪、キュウ
リのサラダ・伊達巻・シュ
ウマイ・わかさぎ佃煮・牛
乳

茸雑炊・味噌汁・卵豆腐
のなめ茸和え・おでん・鳥
肉と大根の煮物・牛乳

ご飯･味噌汁・ミニオムレ
ツ・小魚佃煮・レタスと挽
肉炒め・プチトマト・カボ
チャ煮・牛乳

昼
五目ご飯・うどん汁・白菜
豚肉の酒蒸し・ふろふき
大根・さつま芋ゴマ和え

お寿司・海老天ソバ・茶碗
蒸し・ひなソーメン汁・漬
物

ご飯･団子汁・タラコクリー
ムスパゲティ・ジンギスカ
ン・ウド酢味噌

カレーライス・フルーツポ
ンチ・大根サラダ（付生ハ
ム、トマト）・キャベツとい
ろいろ野菜の炒め物

ご飯･味噌汁･ハンバー
グ・茄子味噌・ホワイトア
スパラとトマトのサラダ・イ
チゴ

ご飯･カボチャシチュー・フ
キと蒲鉾の煮物・もずく
酢・はっさくポンチ・ハンペ
ンチーズ茸のあんかけ

ご飯･味噌汁・味噌おで
ん・昆布と鳥肉ハムの炒
め煮・煮豆・パイナップル

夕
ご飯･味噌汁・お好み焼・
ひじきの煮物・マカロニサ
ラダ・もずく酢

ご飯･味噌汁･カスベの煮
付け・ほうれん草のゴマ
和え・キュウリのもずく酢・
切干大根と天カマ煮

ご飯･ソーメン汁・煮者（フ
キ、竹の子、ワラビ）・鯖
煮・なます・白滝と生タラ
コ和え・肉団子

ご飯･味噌汁･宗八焼・春
雨とササミのサラダ・春菊
ゴマ和え・みかん

ご飯･味噌汁・おろしハン
バーグ・ポテトサラダ・サ
サミと水菜のサラダ・バナ
ナヨーグルト

ご飯･味噌汁・豆腐の豚肉
巻煮・茄子とピーマン味
噌炒め・ラーメンサラダ・
沢庵

ワカメご飯・味噌汁・焼
魚・漬物・ホタテと高野豆
腐の煮物・白菜と豚肉の
酒蒸し
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朝

ご飯･味噌汁・フキと天カ
マの炒め煮・高野豆腐の
卵とじ・インゲンゴマ和え・
煮豆・漬物・牛乳

雑炊・味噌汁・さつま芋と
天カマの煮物・ミートボー
ル・野沢菜・煮豆・牛乳

ご飯･味噌汁･切干大根・
ひじき煮・具だくさん巾着
煮・焼魚・苺・牛乳

ご飯･味噌汁・大根、豆腐
の炒め煮・茄子とピーマ
ン味噌煮・さつま芋煮・牛
乳

ご飯･味噌汁・カボチャと
鳥挽肉煮・ふろふき大根・
トマトサラダ・ワカメとカニ
カマの酢物・牛乳

ご飯･味噌汁・茄子味噌・
大根と豆腐の炒り煮・目
玉焼き・ほうれん草とベー
コンのソテー・トマト・牛乳

炊込みご飯・味噌汁・カブ
とガンモの煮物・えのき、
玉ねぎとソーセージの卵
とじ・昆布の佃煮・漬物・
牛乳

昼
ご飯･味噌汁・大根と豚角
煮・たこ焼き・キンピラゴ
ボウ・とろろ梅シソ和え

ご飯･チンゲン菜スープ・
エビチリ・餃子・トマト・酢
物（キュウリ、ワカメ、竹
輪）・あんまん２／１

おはぎ・黄な粉おはぎ・里
芋カボチャ煮物・うどん
汁・ところ天

チャーハン・野菜スープ・
じゃがバター水菜サラダ・
鯖煮・漬物

ワカメご飯・カボチャ団子
汁・高野豆腐の袋煮・水
菜とキュウリのゴマサラ
ダ・いんげんゴマ和え・た
こ焼き・漬物

五目ご飯・味噌汁・親子
煮・ウドとワカメの酢味
噌・カボチャサラダ

ご飯･ソーメン汁・天ぷら
（かき揚げ・茄子・さつま
芋）・ラーメンサラダ・みか
ん

夕
ご飯･味噌汁・焼ソバ・宗
八焼・ニラと竹輪の卵と
じ・菜花の白和え

ご飯･味噌汁・ササミカツ・
温野菜・豆腐とほうれん
草の和え物・大根人参、
天カマとソーセージの味
噌煮

ご飯･味噌汁・チンジャオ
ロースｰ・鳥挽肉とごぼう
炒め煮

茸ご飯・味噌汁・焼ソバ・
豚ジン・フキ、切干大根炒
め煮・シバ漬とキュウリの
和え物

ご飯･味噌汁・おふくろ煮・
肉豆腐・カボチャ煮

ご飯･味噌汁・チカの唐揚
げ・竹の子おかか和え・野
菜と茸、ソーセージの中
華煮

ご飯･けんちん汁・天津・
宗八煮付け・水菜チーズ
蒲鉾サラダ・苺とバナナ
のヨーグルト和え
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朝

ご飯･味噌汁・大根里芋、
天カマ煮・茄子とエリンギ
の醤油煮・昆布佃煮・漬
物・牛乳

ご飯･味噌汁・芋いんげ
ん、鳥挽肉煮・キンピラゴ
ボウ・もやし、ピーマンと
舞茸の炒め物・柿・牛乳

炊込みご飯・味噌汁・焼
鮭・目玉焼き（付ハム）・さ
つま芋煮・ほうれん草お
浸し・牛乳

ご飯･味噌汁・水菜とキュ
ウリのハムサラダ・ミート
オムレツ・肉じゃが・茄子
と天カマ煮物・牛乳

ご飯･味噌汁・マカロニナ
ポリタン風・ブロッコリーウ
インナー炒め・さつま芋
煮・ピーナッツ味噌・バナ
ナヨーグルト・牛乳

ご飯･味噌汁・芋ピザ風・
竹の子の味噌煮・レタス
挽肉炒め・漬物・フルー
チェ・牛乳

ご飯･味噌汁・おでん煮
物・キンピラゴボウ・ほう
れん草お浸し・牛乳

昼

カレーライス（付福神漬）・
ワカメスープ・コロッケ・山
芋とキュウリの酢物・フ
ルーツのクラッシュゼリー
和え

ご飯･味噌汁・銀ガレイの
西京漬・ブロッコリーとホ
ワイトアスパラのサラダ・
ほうれん草のなめ茸和
え・みかんヨーグルト

ご飯･味噌汁・中華あんか
け・芋と山菜煮物・春菊と
人参のゴマ和え

煮豆ご飯・味噌汁・ナムル
風サラダ・煮込みハン
バーグ・スパゲティサラダ

ご飯･うどん汁・天ぷら（舞
茸、かき揚げ）・フライドポ
テトのマヨネーズ和え・柿
ヨーグルト和え・漬物

ご飯･味噌汁・宗八焼・大
根とアゲの煮物・ほうれん
草のピーナッツ和え・苺

カレーライス・卵スープ・
ハム入り野菜サラダ・野
菜炒め・柿とバナナのヨー
グルト和え

夕
ご飯･味噌汁・サンマ焼・
タラコスパゲティ・大根豆
腐、天カマの炒め煮

ご飯･味噌汁・麻婆豆腐・
エビのマヨネーズ和え・中
華風野菜サラダ・杏仁豆
腐

炊込みご飯・味噌汁・サン
マ塩焼き・ササミ、キュウ
リと春雨の中華サラダ・山
芋梅和え・漬物

ご飯･味噌汁・ホッケ焼・
マーボー茄子・味噌おで
ん・漬物

ご飯･味噌汁・ジンギスカ
ン野菜炒め・マカロニのケ
チャップ煮・高野豆腐の卵
とじ・漬物

ご飯･ポトフ・ササミカツ
(付レタス、トマト）・マカロ
ニとツナのトマト煮・ポテト
フライ・ミックスフルーツ
ヨーグルト和え

ご飯･味噌汁・エビ玉・茄
子浸し大根おろし和え・
サーモンフライ（温野菜
付）
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朝

ご飯･カボチャ団子汁・カ
ブとがんもの味噌煮・フ
キ、天カマ、白滝の鯖煮・
キュウリと大葉の酢物・バ
ナナ・牛乳

ご飯･味噌汁・マカロニ、
ポテトサラダ・水菜と竹
輪、ハムサラダ・ししゃも
焼・ゴボウと鳥挽肉炒め・
菜の花酢の物・さつま芋
甘露煮・牛乳

ご飯･味噌汁・煮物（大根・
人参・天カマ）・中華風煮
（チンゲンサイ、椎茸、う
ずら卵・バナナ・牛乳

おじや（鳥生姜）・味噌汁・
ツナ入りスクランブルエッ
グ・じゃが芋と人参のカ
レー炒め・漬物・みかん
ヨーグルト

ご飯･味噌汁・ほうれん草
入りオムレツ（付バナナ・
プチトマト）・焼鮭・里芋と
鳥挽肉煮・タラコ和え・牛
乳

ご飯･味噌汁・切干大根・
肉じゃが・ほうれん草タラ
コ和え・トマトとキュウリの
サラダ・牛乳

ご飯･味噌汁･切干大根・
人参入り卵焼き・ししゃも
佃煮・パイナップル、苺ゼ
リー・牛乳

昼
いなり寿司・なめこ汁・豆
腐ナゲット・カボチャ煮・焼
うどん

チャーハン・みみ海苔の
味噌汁・カレーコロッケ
（付トマト、ほうれん草）・
里芋煮・おから

ご飯･ワカメスープ・煮込
みハンバーグ・茄子とツナ
のパスタ・トマト、キュウ
リ、ラッキョウのサラダ

カレーライス・カボチャ煮・
ササミ、人参、キュウリの
ゴマ和え・フルーツヨーグ
ルト和え

ご飯･ソーメン汁・かき揚
げ・竹輪カレー揚げ・豚肉
とほうれん草の和え物・鳥
肉と昆布の煮物

おにぎり・味噌汁・野菜入
り肉団子と春菊の煮物・
ラーメンサラダ・マーボー
春雨

ご飯･味噌汁・まぐろ漬け・
大根、人参、鳥肉煮物・カ
ボチャ天カマ煮・昆布巻・
煮豆

夕
ご飯･味噌汁・カレイの煮
付け・豆腐とひじきの巾
着・漬物・苺

ご飯･味噌汁・親子煮・茄
子ピーマン炒め・もやしな
め茸和え・苺・みかん

ご飯･味噌汁・銀ガレイ西
京漬・ほうれん草のお浸
し・麻婆豆腐・もやしとニラ
の卵とじ

バターライス・春雨スー
プ・豚肉の生姜焼・豆腐と
チンゲン菜のあんかけ
煮・温野菜サラダ・ザーサ
イ

ご飯･味噌汁・天ぷら（芋、
かき揚げ・大根、人参の
シソ味噌・フキ、白滝の鯖
煮・トマト

ご飯･ワカメスープ・焼餃
子・エビチリ・麻婆豆腐・も
やし梅和え

ご飯･味噌汁・ホイコー
ロー・茄子と揚げの醤油
煮・里芋ゴマ和え・フルー
チェ

グループホームアウル ３月　献立表
アウルⅡ


