
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝

ご飯・味噌汁・玉子焼・煮
豆・ほうれん草のお浸し・
かにかま・なめ茸入とろろ
芋・蜜柑缶・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鯖・切干
大根・照焼きチキン・フ
ルーツポンチ・牛乳

昼
カレーライス・玉子スー
プ・筑前煮・煮豆・漬物・フ
ルーツポンチ

三色丼・餃子スープ・チン
ジャオロース・煮豆・キウ
イ

夕
親子丼・豚汁・茄子田楽・
もずく酢・煮豆

ご飯・味噌汁・焼宗八・煮
豆・茄子とピーマンの炒
め物・味噌おでん・ニラの
玉子とじ・みかん

3 4 5 6 7 8 9

朝

ご飯・味噌汁・鶏つくね・
鱒のムニエル・紅じゃこ・
大学芋風煮物・ほうれん
草のなめ茸和え・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
ミートローフ・ペンネアラビ
アータ・インゲンの胡麻和
え・牛乳

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・煮
豆・オムレツ・ソーセージ
炒め・梅・オレンジ・羊羹・
牛乳

ご飯・味噌汁・大根と竹輪
の煮物・肉豆腐・納豆・煮
豆・たくあん・牛乳

ご飯・味噌汁・煮豆・カニ
カマ・ほうれん草入玉子
焼・ほうれん草となめ茸
の和え物・梅干・牛乳

ご飯・味噌汁・ソーセージ
入スクランブルエッグ・焼
ほっけ・豚の生姜焼き・煮
豆・オレンジ・牛乳

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
蒲焼・黒豆・目玉焼・里芋
うま煮・フルーツ・牛乳

昼
ちらし寿司・ソーメン汁・
ハムポテト・おしるこ・フ
ルーツポンチ・クレープ

ご飯・味噌汁・ジャーマン
ポテト・煮豆・野菜サラダ・
漬物・大根と挽肉のコンソ
メ煮

ご飯・味噌汁・焼かれい・
ハムと小松菜の炒め物・
切干大根・筑前煮・煮豆

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・大学芋風煮物・
にらの卵とじ

おにぎり・鱈鍋・さつま芋
天ぷら・鶏天ぷら・フルー
ツポンチ

焼そば・おにぎり・ほうれ
ん草の玉子とじ

塩ラーメン・おにぎり・煮
豆・ハンバーグ・トマト

夕
ご飯・味噌汁・鱈の甘酢
炒め・ラーメンサラダ・白
菜のお浸し・煮豆

おにぎり・煮豆・鱈鍋
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
豆腐とエリンギの煮物・焼
秋刀魚・たくあん

ご飯・味噌汁・鱈と鱒のフ
ライ・じゃが芋と油揚げの
煮物・カニカマ・ブロッコ
リー・煮豆

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
茄子の天ぷら炒め・かに
玉・煮豆

ご飯・うどん汁・キャベツ
の炒め物・人参と青菜の
玉子焼き・胡瓜の酢の
物・筑前煮・煮豆・バナナ

ご飯・すり身汁・つぼ鯛・
おでん・煮豆・切干大根
の酢の物
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朝

ご飯・味噌汁・焼鮭・キャ
ベツと鯖の炒め物・ミート
ローフ・ベーコンとアスパ
ラの炒め物・大根と厚揚
げの煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・チーズ入ス
クランブルエッグ・大学芋
風煮・煮豆・ソーセージの
ケチャップ炒め・ほうれん
草のお浸し・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子豆腐・
さつま芋の甘煮・納豆・ウ
インナー・みかん・牛乳

ご飯・味噌汁・豚肉と大根
と天かまの煮物・秋刀魚
入野菜炒め・煮豆・たくあ
ん・牛乳

ご飯・味噌汁・オムレツ・
煮豆・佃煮・ハムとピーマ
ンの炒め物・たくあん

ご飯・味噌汁・焼鯖・玉子
焼・コロッケ・昆布佃煮・
煮豆・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
竹輪のポテトサラダ詰め・
南瓜団子・大根と挽肉の
煮物・煮豆・牛乳

昼
そば・稲荷寿司・玉子とカ
ニカマの握り・煮豆

ご飯・味噌汁・焼鮭・麻婆
茄子・かに玉

カレーライス・胡瓜の酢の
物・煮豆・漬物・玉子スー
プ・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・鱈フライタ
ルタルソース添・巾着煮・
オホーツク

おにぎり・ミートスパゲ
ティ・玉子スープ・きのこ
の中華炒め・大学芋風
煮・フルーツポンチ

キーマカレー・玉子スー
プ・煮豆・漬物・南瓜きん
とん・ポテトサラダ・フルー
ツポンチ

うどん汁・稲荷寿司・南瓜
あんかけ・ニラの玉子とじ

夕

生姜ご飯・味噌汁・豚バラ
煮・ニラと麩の玉子とじ・
茄子とピーマンの揚げ浸
し

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
肉じゃが・玉子味噌・小松
菜のピーナッツ和え・人
参サラダ

ご飯・なめこ汁・麻婆豆
腐・おふくろ煮・茄子とし
めじの豚肉あんかけ

ご飯・味噌汁・南瓜甘煮・
ほうれん草の胡麻和え・
焼ほっけ

ご飯・味噌汁・エビチリ・
焼鮭・肉じゃが・南瓜煮・
黒豆

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
焼・南瓜の春巻き・ほうれ
ん草のお浸し・煮豆・苺

天丼（海老・かき揚げ・茄
子・さつま芋）・なめこ汁・
煮豆・おしるこ・苺・バナ
ナ
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朝
ご飯・味噌汁・焼秋刀魚・
煮豆・豚肉炒め・玉子焼・
苺・バナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・煮
豆・玉子焼・佃煮・豚肉と
しめじのおろしポン酢和え

ご飯・味噌汁・玉子焼・煮
豆・天かま生姜和え・焼
ほっけ・ポテサラハム巻
き、牛乳

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・焼鯖・昆布の佃
煮・豚肉の生姜焼き・煮
豆・牛乳

ご飯・味噌汁・茄子の油
炒め・ベーコンエッグ・ほ
うれん草炒め・焼鮭・ツナ
大根おろし・バナナ

ご飯・味噌汁・豚肉とキャ
ベツのカレー炒め・南瓜
胡麻団子・スクランブル
エッグ・ひじき煮・牛乳

ご飯・味噌汁・梅干・煮
豆・ハム・目玉焼き・焼秋
刀魚・天かま炒め

昼
ちらし寿司・ソーメン汁・
煮豆・海老フライタルタル
ソース・さつま芋天ぷら

混ぜご飯おにぎり・海老
天そば・煮豆・大根と天か
まの煮物・胡瓜の梅肉和
え

鱈鍋・おにぎり・煮豆・サ
ラダ

ご飯・味噌汁・海老と鱈の
フライ・ほうれん草のお浸
し・親子丼風煮物・煮豆・
カニカマ

カレーライス・玉子スー
プ・玉子焼・黒豆・大根と
厚揚げの味噌煮・カニカ
マ・フルーツ

天ぷらうどん・おにぎり・
南瓜・カニカマ・天かまと
白滝の煮物

稲荷寿司・ソーメン汁・肉
じゃが・煮豆・漬物

夕
ご飯・味噌汁･肉じゃが・
焼鯖・ニラの玉子とじ

ご飯・味噌汁・鶏肉の竜
田焼・南瓜の甘煮・青梗
菜とハムの中華炒め・ささ
げの煮物

ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・茄子と天ぷらの
油炒め・ニラの玉子とじ

ご飯・味噌汁・ホイコー
ロ・小松菜の中華炒め・さ
つま芋サラダみかん添・
煮豆

ご飯・味噌汁・酢豚・南瓜
煮・ふろふき大根・ワカメ
サラダ

かき揚げ丼・味噌汁・煮
豆・ゆで玉子・南瓜甘煮・
麻婆豆腐

ご飯・味噌汁・大根と豚肉
と油揚げの煮物・生たらこ
と白滝の和え物・焼つぼ
鯛・玉ねぎとニラの玉子と
じ
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朝

ご飯・味噌汁・玉子焼・煮
豆・キャベツと天かまの炒
め物・ワカメサラダ・梅干・
苺・牛乳

ご飯・味噌汁・ﾁｰｽﾞ入ｽｸﾗ
ﾝﾌﾞｴｯｸﾞ・焼塩鯖・ｿｰｾｰｼﾞ
のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め・さつま芋
の大学芋風・ほうれん草
のなめ茸和え・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼・焼
鮭・南瓜煮・佃煮・肉野菜
炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・秋刀魚の
蒲焼・切干大根煮・煮豆・
胡瓜の塩昆布和え・たく
あん

ご飯・味噌汁・鱈の香草
焼・肉野菜炒め・竹輪とツ
ナの和え物・天かま・煮
豆・牛乳

ご飯・味噌汁・カニカマと
胡瓜のサラダ・煮豆・漬
物・キャベツと天かまの炒
め物・納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼・秋
刀魚缶・梅干・煮豆・わさ
び菜の煮浸し・キャベツ
炒め・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・煮豆・ニラ
と豚肉の炒め物・ジャー
マンポテト・鮭フレーク

塩おむすび・醤油ラーメ
ン・胡瓜とツナの和え物・
南瓜煮・フルーツポンチ

混ぜご飯・味噌汁・梅ささ
み揚げ・ひじき煮・カニカ
マ・水菜のお浸し・煮豆・
バナナ

炒飯・玉子スープ・挽肉と
人参と玉ねぎの炒め物・
カニカマ・煮豆・たくあん

ご飯・味噌汁・照焼き和風
ハンバーグ・ニラの玉子と
じ・もずく酢・煮豆・フルー
ツポンチ

天丼・うどん・フルーツポ
ンチ

和風きのこスパゲティ・お
むすび・中華スープ・小松
菜の中華炒め

夕

生姜ご飯・味噌汁・さつま
芋天ぷら・竹輪のカレー
天ぷら・煮豆・玉子ときの
この中華炒め

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
玉子味噌・肉じゃが・白菜
のお浸し

キーマカレー・中華スー
プ・キャベツの油炒め・煮
豆・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・切干大根・揚げだし豆
腐・煮豆

ご飯・味噌汁・煮魚（かす
べ）・玉子焼・カニカマ・ほ
うれん草のお浸し・とろろ
芋・フルーツ和え

親子丼・豚汁・さつま芋の
天ぷら・白菜と昆布のお
浸し・漬物・黄桃

ご飯・味噌汁・鶏つくね・
鱈フライタルタルソース・
煮豆

31

朝

ご飯・味噌汁・天かま・煮
豆・ソーセージの玉子と
じ・薩摩芋の大学芋風・ほ
うれん草のツナ和え

昼
ご飯・海老天うどん・山菜
の煮物・じゃが芋と挽肉
の炒め物

夕
炊き込みご飯・焼ほっけ・
肉じゃが・麻婆豆腐・煮豆

グループホームアウル 　３月　献立表
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