
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・みそ汁・ミート
ボール・さしみこん
にゃく・ラーメンサラダ

・ご飯みそ汁・きゅうり
ナメタケ和え・切り込
み鰊・レンコンきんぴ
ら・コールスローサラ
ダ

・ご飯・みそ汁・鮭焼
き・なすみそ炒め・切
干大根

・ご飯・みそ汁・豚肉
と野菜のソース炒め・
ほっきサラダ・カニカ
マ巻

・ご飯・みそ汁・サバ
塩焼き・ウインナーと
アスパラ炒め・ミズ菜
とツナのポン酢和え

昼
・ご飯・みそ汁・豚肉
冷しゃぶ・うど酢味噌
和え・松前漬け

・ご飯みそ汁・きゅうり
ナメタケ和え・切り込
み鰊・レンコンきんぴ
ら・コールスローサラ
ダ

・ご飯・みそ汁・チキ
ン南蛮・ポテトサラ
ダ・水なサラダ・もずく
酢

・ご飯・みそ汁・カル
ビ焼き・アスパラ・豆
昆布・山菜の煮物

・ご飯・みそ汁・筑前
煮・お浸し・漬物

夕

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・春巻
き・白身フライ・ミート
ボール・人参グラッ
セ・野菜サラダ

・たけのこご飯・みそ
汁・牛すき煮た・うど
金平・ジャガイモたら
こ炒め

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・餃子・焼きいかサ
ラダ

・カレーライス・ワカメ
スープ・モヤシのお浸
し・竹輪のチーズ巻
き・フルーツ盛り合わ
せ

・中華丼・炒り卵・しめ
サバ・野菜炒め・みそ
汁

6 7 8 9 10 11 12

朝
・ご飯・みそ汁・ミート
ボール・目玉焼き・麻
婆豆腐・煮豆

・ご飯・けんちん汁・
鶏肉とチンゲン菜の
クリーム煮・さつまい
もサラダ・ふき煮物

・ご飯・みそ汁・さばと
もやしの油炒め・豆
腐炒め

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・アスパ
ラとしいたけのソ
テー・ウインナー・マ
カロニサラダ

・ご飯・みそ汁・塩サ
バ・にらたまとじ・シー
チキンサラダ・漬物

・ご飯・ポトフ・鮭焼
き・マカロニサラダ・ア
スパラ

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・ウインナー・ハ
ムとミズ菜のごまサラ
ダ

昼

・ご飯・みそ汁・たけ
のこピリ辛炒め・鮭西
京焼き・かぼちゃ煮・
漬物

・ご飯・みそ汁・豚肉
野菜の炒め・もやし
人参ピリ辛炒め・ヨー
グルトバナナ

・しそご飯・うどん・な
めたけ和え・きんぴら
ごぼう・マンゴープリ
ン

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・アスパ
ラとしいたけのソ
テー・ウインナー・マ
カロニサラダ

・山菜そば・切干大根
の煮物・春雨のポン
酢サラダ・フルーツポ
ンチ

・いなり寿司・温そー
めん・はんぺんとさつ
ま芋の煮物・いちご

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・白あえ・冷水トマ
ト

夕

・ご飯・みそ汁・チン
ゲン菜のオイスター
炒め・大根ミズ菜の
サラダ・豚角煮

・ご飯・お吸い物・大
根の田楽・鶏肉の卵
とじ・わさび漬け

・ご飯・みそ汁・筑前
煮・ほうれん草の胡
麻和え・豆腐サラダ・
漬物

・ご飯・みそ汁・やわ
らか豆腐あんかけ・
ポテトサラダ・長芋酢
の物

・ご飯・みそ汁・ふき
煮物・小松菜の煮び
たし・ミズ菜サラダ

・ご飯・みそ汁・鶏肉
からあげ・コロッケ・
しゅうまい・生ハムサ
ラダ

・ご飯・ほたて汁・鶏
照り焼き・ミズ菜とツ
ナサラダ・フルーツ盛
り合わせ

13 14 15 16 17 18 19

朝
・ご飯・みそ汁・鮭焼
き・筑前風煮物・キュ
ウリ酢の物・煮豆

・炊き込みご飯・みそ
汁・温泉卵・里芋煮
物・ピーマンと牛肉の
炒め

・ご飯・みそ汁・肉き
のこのみそ炒め・こん
にゃくサラダ・バナナ

・ご飯・みそ汁・筑前
煮・サバ塩焼き・にら
卵とじ

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・チキンナゲット・
煮豆・ワカメサラダ

・ご飯・みそ汁・ミート
ボールあんかけ・ぜ
んまいとあげのナム
ル風炒め・鮭焼き・ち
くわきゅうり

・ご飯・みそ汁・塩サ
バ・里芋の煮物・春
雨サラダ・ほうれん草
白和え・すじこ

昼
・ご飯・みそ汁・牛丼
風甘から炒め・ひじき
煮物・フルーチェ

・ご飯・みそ汁・きのこ
入りハンバーグ・生
野菜・きゅうり長芋の
酢の物

・カレーライス・みそ
汁・ツナサラダ

うどんん・あげなす・
きゃべつサラダ

・さんま蒲焼き丼・み
そ汁・さつま芋コロッ
ケ・大根サラダ・きゅ
うり酢の物

・ご飯・みそ汁・鶏と
大根の焼き煮・金平
ごぼう・しらす佃煮・
バナナプリン

・ご飯・春雨スープ・
マーボーなす・コール
スロー

夕

・ご飯・みそ汁・刺身
盛り合わせ・ナメタケ
と野菜の和え・ふき
煮物

天ぷらうどん・天ぷら
そば

・ご飯・みそ汁・ホッケ
焼き・豚肉白菜酒蒸
し・チンゲン菜のソ
テー・マカロニサラダ

・ご飯・みそ汁・根菜
とてんかまの煮物・
豚キムチ炒め・長芋
梅肉和え

・ご飯・みそ汁・牛す
き焼き煮・もずく酢・
ポテトタラコ和え

・炊き込みご飯・オニ
オンスープ・おろしハ
ンバーグ・ツナコーン
サラダ

・ご飯・みそ汁・なす
素揚げ・焼き魚・もや
しサラダ

20 21 22 23 24 25 26

朝

・ご飯・みそ汁・ほっ
け焼き・肉と野菜の
胡麻炒め・筑前風煮
物

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・玉こんにゃくと
ひじきの煮物・竹輪と
ミズ菜のサラダ

・ご飯・すりみ汁・卵
豆腐・マカロニサラ
ダ・ホッケ西京漬け・
キゥイフルーツ

・ご飯・中華ごまスー
プ・めんたいこ入り卵
焼き・温野菜・ロース
トビーフ・

・ご飯・みそ汁・サバ
味醂漬け焼き・ほう
れん草ナメタケ和え・
厚あげと大根の煮物

・ご飯・みそ汁・ナス
のみそ炒め・ミズ菜
ハムポン酢・白身魚
焼き

・パン・スープ・目玉
焼き・ポテトサラダ・ア
スパラウインナー炒
め・ヨーグルト

昼

・ご飯・ワカメスープ・
かぼちゃサラダ・鶏か
ら揚げ・ピーマンの炒
め物

・ご飯・みそ汁・かぶ
と高野腐の含め煮・
白菜のおかか和え・
かき揚げ

カレーライス・みそ
汁・ほうれん草お浸
し・ﾏﾝｺﾞｰフルーツ

・ご飯・ポトフ・エビ・
いかフライ・キムチ

・ご飯・みそ汁・油揚
げのきんちやく煮・豆
腐とアボカドのわさび
醤油和え・びわ・造り
かまぼこ

ご飯・みそ汁・鶏照り
焼き・生野菜・サーモ
ンマリネ・カブとキュ
ウリの浅漬け・オレン
ジ

ざるそば・天ぷら・ア
ボカドサラダ・お吸い
物

夕

・ご飯・みそ汁・揚げ
だし豆腐・ベーコンポ
テトとアスパラ・カニカ
マときゅうりの酢の物

・ご飯・すまし汁・甘え
び刺身・スモークサー
モンと玉葱・茶わん蒸
し

・ご飯・みそ汁・厚揚
げと薩摩いもの煮物・
長芋酢物・たけのこ
土佐煮

・ご飯・みそ汁・豚
ロースとソテー・ごぼ
う天の煮物・ハムきゅ
うりのサラダ

・ご飯・みそ汁・ハン
バーグ・たけのこサ
サゲのあげ煮・ポテト
サラダ

ご飯・みそ汁・豆腐揚
げ・タンサラミ・バラ肉
とアスパラ炒め・きゅ
うりとパイン

・ご飯・みそ汁・鮭炒
り卵・さつま芋甘煮・
黒カレイ煮付・野沢
菜めかぶ

27 28 29 30 31

朝

・ご飯・みそ汁・かぼ
ちゃの煮物・切干大
根の酢の物・にしん
菜の花漬け・ゼリー

・ご飯・つみれ汁・か
すべ煮付・出し巻き
卵・煮豆・シーフード
の酢味噌和え・漬物

・ポトフ・油揚げとミズ
菜のからし和え・むぎ
とろご飯。白身魚

・ご飯・みそ汁・にら
卵とじ・黒むつ焼き・
小松菜とあげのしよ
うが煮

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・ナスとｿｰｾｰｼﾞ
のケチャプ炒め・煮
豆・漬物

昼

・炊き込みご飯・にら
たまスープ・麻婆茄
子・ほうれん草と小松
菜のナメタケ和え・パ
イナップル

・ご飯・みそ汁・生姜
焼き・ウインナー・
キュウリ酢の物

・中華丼・みそ汁・さ
つまいもとささげのサ
ラダ・きゅうりの酢の
物・メロン

・ご飯・みそ汁・なす
みそ炒め・トマトサラ
ダ・ウド酢味噌・チキ
ンときのこのホワイト
ソース

・ご飯・みそ汁・サバ
みぞれ和え・うの花・
茹でアスパラ２種・イ
チゴ

夕

ご飯・みそ汁・ユイ
ミータン・マカロニサ
ラダ・中華あんかけ
野菜炒め・シュウマイ

ご飯・みそ汁・コロッ
ケ・生野菜・カニ玉風
あんかけ・大学芋

・ご飯・みそ汁・チー
ズのせ卵焼き・かぶ
煮物・スパサラダ

・ご飯・みそ汁・ひれ
肉のウスターソース
炒め・金平ゴボウ

・スープカレー・サフラ
ンライス・キゥイヨー
グルト

グループホームアウル  ５月　山ユニット　献立表


