
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

朝
ご飯・すり身汁・糠さんま
焼・千切長芋の三杯酢・
ひじき煮・煮豆・赤かぶ漬

ご飯・鶏だんご汁・白菜と
ベーコンのコンソメ炒め・
豆腐とほうれん草のハム
サラダ・がんもと揚げと竹
の子のだし煮

ご飯・味噌汁・大根と人参
と竹輪の煮物・白菜と揚
げとのりの和え物・スパ
サラダ

ご飯・味噌汁・切干大根
煮・しらす干のおろし和
え・ほうれん草の紫蘇味
噌和え・ウインナーと野
菜の炒め物・プルーン

ご飯・すり身汁・里芋の煮
物・ネギと小松菜の和え
物・ホッキのマヨネーズサ
ラダ・ピーマンとハムの中
華炒め

昼

ご飯・味噌汁・トマト煮込
みハンバーグ（芋・人参・
茄子添）・サーモンとわさ
び菜のマリネサラダ・パイ
ナップル

鮭おにぎり・きのこうど
ん・鶏ササミサラダ・たく
あん

松花堂弁当（鶏の甘酢か
ら揚げ・白身魚のフライ・
うま煮・茄子の揚げ浸し・
竹輪の白和え・玉子焼・
なま酢・漬物）・吸い物・

カレーライス・コーン入り
コンソメスープ・ホタテと
白菜の中華あんかけ・水
菜とセロリとシーチキンの
ドレッシング和え

ペペロンチーノ・コンソメ
スープ・ポテトサラダ・さ
つま芋と南瓜の煮物

夕
ご飯・味噌汁・鱒と白菜の
チーズ煮・焼きそば・かぶ
の漬物・青菜の胡麻和え

ご飯・鮭シチュー・ザン
ギ・ポテトサラダ・うどの
酢味噌・紫蘇の実漬け

三色丼・味噌汁・大根と
ササミの煮物・牛蒡サラ
ダ・べったら漬

ご飯・味噌汁・麻婆豆腐・
大根と水菜の生ハムサラ
ダ・中華風春雨

ご飯・味噌汁・山菜煮・ほ
うれん草のとびっこ和え・
鶏肉と大根の煮物・茄子
とピーマンの味噌炒め

6 7 8 9 10 11 12

朝
ご飯・味噌汁・豚肉の白
滝煮・サーモン漬・白菜
の昆布煮

ご飯・味噌汁・さんま缶・
煮豆・ほうれん草と竹輪
のサラダ・たらこ・フルー
ツヨーグルト

ご飯・味噌汁・つぼ鯛粕
漬焼・玉子焼き・水菜とト
マトとシーチキンのサラ
ダ・バナナたっぷりフルー
チェ

ご飯・味噌汁・大根とかぶ
のそぼろ煮・青梗菜と人
参と茄子の中華炒め・三
色豆・味の華

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・煮豆・春雨サラダ・宗
八かれいの一夜干

ご飯・味噌汁・うずらと肉
団子と白菜の炒め物・ほ
うれん草とオホーツクとさ
つま芋のサラダ・なま酢・
紫蘇味噌納豆

ご飯・味噌汁・焼売・ベー
コンエッグともやしの炒め
物・漬物

昼
カツ丼・味噌汁・茄子とな
め茸と紫蘇の和え物・
らっきょうと長芋の酢の物

ご飯・ニラ玉スープ・ジン
ギスカン（レタス添）・マカ
ロニサラダ・紫蘇の実漬・
トロピカルフルーツ

かしわうどん・サーモンと
水菜の和え物・マカロニ
サラダ

炊き込みピラフ・クリーム
シチュー・ヤーコンとひき
肉の炒め物・ハムとキャ
ベツの青紫蘇サラダ

山菜おこわ・青梗菜・玉
子スープ・ハムマヨフライ
（キャベツの千切添）・大
根サラダ

カレーライス・ワカメとえ
のきのゴマスープ・ゆで
卵サラダ・フルーツ入り
ヨーグルト

親子丼・味噌汁・カレー味
のジャーマンポテト・胡瓜
とワカメとオホーツクの酢
の物

夕

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・里芋のそぼろ
煮・シーチキンサラダ・小
松菜のピーナッツ和え

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
エリンギとさつま芋の天
ぷら・胡瓜とワカメとえの
きの酢の物

ご飯・味噌汁・焼鮭・玉子
豆腐・茄子とピーマンの
炒め煮・小松菜のなめ茸
和え

ご飯・味噌汁・トンカツ・山
菜炒め煮・ホッキサラダ・
春菊の胡麻和え

ご飯・ワンタンスープ・ほ
うれん草と豆腐のなめ茸
和え・ラーメンサラダ・南
瓜と揚げの鶏ひき肉煮・
漬物

鮭おにぎり・味噌汁・漬
物・南瓜煮・煮豆

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
ニラのお浸し・長芋と胡
瓜の酢の物

13 14 15 16 17 18 19

朝

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・煮豆・納豆・ウイン
ナー入スクランブルエッ
グ

ご飯・味噌汁・大根の天
カマ煮・南瓜煮・豚肉と白
菜の酒蒸し・ピーマンと茄
子の味噌炒め

ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
の煮物・シーチキンオム
レツ

ご飯・煮込みうどん・味噌
おでん・白菜のお浸し・あ
んかけオムレツ

ご飯・味噌汁・大根の梅く
らげ和え・たらこマカロ
ニ・粉ふき芋・ブロッコ
リー・ミックスベジタブル
入玉子焼

ご飯・味噌汁・焼塩鮭・伊
達巻・紅じゃこ・煮豆

ご飯・味噌汁・ひじきと白
滝と揚げの漬物・ほうれ
ん草の白和え・煮豆・セロ
リ漬

昼

天ぷらそば・南瓜コロッ
ケ・小松菜の胡麻和え・
たくあん・丸あんずのシ
ロップ煮

おにぎり・玉子と水菜の
スープ・スパゲティナポリ
タン・焼売・大根サラダ・フ
ルーツみつ豆・バナナ

ご飯・中華スープ・湯葉と
菜の花の和え物・酢豚・
フルーツヨーグルト

梅おにぎり・そうめん汁・
芋と鶏肉の煮物・大根と
胡瓜の中華サラダ

ご飯・味噌汁・沖目鯛西
京漬焼・筑前煮・昆布巻・
あんずシロップ漬

ご飯・ホタテシチュー・ザ
ンギ・水菜とトマトよ大根
のサラダ・トロピカルフ
ルーツ・バナナ

きのこのクリームパスタ・
キャベツとハムのゴマサ
ラダ・白桃とパインのヨー
グルト和え

夕

栗ご飯・味噌汁・おでん
（玉子・大根・がんも）・焼
魚（赤魚）・ほうれん草の
なめ茸和え・たくあん

ご飯・すり身汁・蕨と厚揚
げとひじきの煮物・焼ほっ
け・シーチキンと水菜の
サラダ

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
煮付け・きんぴらごぼう・
長芋と天かまの煮物・煮
豆・漬物

牛丼・味噌汁・マカロニサ
ラダ・もずくとオホーツク
の酢の物

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンのそぼろあんかけ・
きのこの梅肉和え・里芋
煮・トマトとブロッコリーの
サラダ

ご飯・きのこ汁・八宝菜・
かぶの漬物・さつま芋の
甘露煮・水菜と長芋のサ
ラダ

そばめし・水餃子・セロリ
と胡瓜の和え物・チキン
カツ
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朝

ご飯・味噌汁・納豆・煮
豆・もずくと竹輪の酢の
物・厚揚げとなるとと野菜
の煮物

ご飯・味噌汁・サーモンの
バター焼・大根と人参と
天カマの煮物・レタスとト
マトとシーチキンのサラダ

ご飯・味噌汁・鶏肉と根菜
の煮物・ラーメンサラダ・
うどと竹輪の酢味噌和
え・紫蘇の実

ご飯・味噌汁・ほうれん草
のなめこ和え・タラコンの
里芋煮・焼売とえのきと
豆腐の煮物・南瓜とさつ
ま芋の煮物

ご飯・味噌汁・南瓜煮・卵
豆腐・数の子

ご飯・味噌汁・竹輪の梅
クラゲ和え・天かまと昆布
とかぶの煮物・煮豆・茄
子とエリンギとチーズの
炒め物

御飯・きのこ汁・キムチ納
豆・筑前煮・きのこと胡瓜
の和え物・フルーツヨー
グルト

昼

カレーライス・ワカメと玉
子のスープ・はんぺんと
ハムとうずらのサラダ・き
のこの山菜おろし和え

ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・ほうれん草の
なめ茸和え・八宝菜・子
和え

ご飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・野菜サラダ・ふ
きとひじきと牛蒡の煮物

カレーライス・玉子スー
プ・なま酢・ストロベリーと
バナナのヨーグルト和え・
りんごの紅茶煮

煮込みラーメン・茄子と
ピーマンの煮浸し・鮭若
布おにぎり・トロピカルブ
ルーベリーヨーグルト・ワ
イン漬けたくあん

御飯・海老シチュー・鶏ザ
ンギ・水菜とシーチキン
のサラダ・みかんと桃の
ヨーグルト・ワイン漬たく
あん

御飯・豚汁・塩サバ焼・長
芋と胡瓜とオホーツクの
酢の物・ワイン漬たくあ
ん・あまおう（苺）

夕

天丼（海老・ピーマン・さ
つま芋）・味噌汁・竹の子
と天カマとひじきの煮物・
ほうれん草の白和え

ご飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
南瓜と里芋の煮物・大根
と人参のゴマサラダ・南
瓜漬たくあん

ご飯・スープ餃子・鯖のお
ろし煮・卵とほうれん草の
炒め物・切干大根

ご飯・すり身汁・銀がれい
の塩だれ焼・筑前煮・梅く
らげのキャベツ和え

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼（キャベツの千切り・
ミニトマト添）・ほうれん草
のお浸し・ふきと天かまと
白滝の煮物

豚丼・すり身汁・ササミ梅
サラダ・南瓜豆腐・じゃこ
の佃煮

御飯・味噌汁・クリーム煮
込みハンバーグ・南瓜サ
ラダ・あずき苺

27 28 29 30 31

朝

御飯・味噌汁・だし巻玉
子・ツナとポテトと水菜の
マカロニサラダ・鶏肉と大
根の煮物

梅刻み御飯・味噌汁・ア
スパラと焼豚の炒め物・
南瓜煮・野沢菜のおろし
和え・チーズ入スクランブ
ルエッグ

御飯・味噌汁・茄子とピー
マンの中華炒め・ホッキ
サラダ・南瓜の甘煮

御飯・味噌汁・茄子とｱｽ
ﾊﾟﾗとｳｲﾝﾅｰのﾄﾏﾄｿｰｽ
煮・芋とツナのデミ煮・パ
インとみかんのジュース・
オクラのなめ茸和え

御飯・味噌汁・鶏肉と茄
子とピーマンの味噌焼・と
びっこのおろし和え・焼天
カマ・人参と玉ねぎと大
葉の酢物・クリームあん
み

昼

御飯・味噌汁・ミックスフ
ライ（海老・南瓜・ハム）・
生酢・里芋の煮っころが
し・ラーメンサラダ

稲荷寿司・そうめん汁・粉
ふき芋・ほうれん草とツナ
の和え物・苺バナナヨー
グルト

カレーライス・ゆで卵・ニ
ラ玉スープ・茄子とピーマ
ンの揚げ浸し・トマトと春
雨のサラダ・パイナップル

牛丼・味噌汁・帆立と葱
の和え物・もずくと長芋の
酢の物・ブルーベリーと
洋ナシのフルーチェ

カレーラーメン・稲荷寿
司・うどと胡瓜の梅くらげ
和え・トロピカルフルー
チェ・黄桃

夕

御飯・味噌汁・豚ジンギス
カン・わらびのとろろ昆布
和え・マカロニサラダ・オ
レンジ

御飯・味噌汁・煮しめ・わ
さび菜のシーチキンマヨ
ネーズ・たくあん・苺

御飯・味噌汁・はんぺん
と水菜のサラダ・ラム肉
の唐揚げ・八宝菜風・春
菊の胡麻和え

御飯・味噌汁・焼トラウト
サーモン・お肉とほうれん
草の卵とじ・キャベツの梅
くらげ和え・煮豆

グループホームアウル 　３月　献立表
アウルⅠ


