
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1

朝
栗ご飯･味噌汁･ほうれん
草のお浸し・煮豆

昼
ご飯・根菜ポトフ・ひじき
の煮漬け・カスベの唐揚
げ・みかんとキｳイ

夕
ご飯･味噌汁･麻婆豆腐・
豚肉の野菜巻き・白菜と
カニカマの和え物
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朝
ご飯･味噌汁･ほっけ焼
き・漬物･煮物

ご飯･味噌汁･松前漬け・
かぼちゃ煮・玉子焼き

ご飯・味噌汁・肉豆腐・紅
鮭のポアレ・大根おろし・
たくあん

ご飯・味噌汁・ウィンナー
入り玉子焼き・煮豆・ラー
メンサラダ

ご飯・味噌汁・ベーコン入
りスクランブルエッグ・ほ
うれん草のお浸し・かぼ
ちゃ煮・たくあん

ご飯・味噌汁・煮豆・天カ
マフキ煮・ニラ玉

ご飯・味噌汁・ソーセージ
入りスクランブルエッグ・
煮豆漬物・水菜と焼き豚
のサラダ

昼
カレーライス･スパゲッテ
イサラダ･ワカメスープ・フ
ルーチェ

海鮮ちらし寿司・そうめん
汁ガーリックチーズ焼き

ご飯・味噌汁・おでん・
ベーコンと小松菜の炒め
物

ミートスパゲッテｲ・コンソ
メスープ・きゅうりと水菜
のサラダ

親子丼・味噌汁・水菜の
中華サラダ

稲荷ずし・うどん・アスパ
ラサラダ

ご飯・味噌汁・豚カツ・ささ
みチーズカツ・赤カブの漬
物・かぼちゃの茶巾・野菜
の玉子とじ

夕
ご飯･味噌汁･ハンバー
グ･さつま芋煮・いよかん
の砂糖漬け・たくあん

ご飯・きのこ汁・手羽先の
唐揚げ・ほうれん草の胡
麻和え・きゅうりの漬物・
さつま芋イチゴ

ご飯・味噌汁・焼きそば・
焼きほっけ

ご飯・味噌汁・たらのフラ
イ(タルタルソース)・鶏サ
サミと胡瓜のサラダ・黒豆

ご飯・茶碗蒸し・しゃぶ
しゃぶ

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・白菜のお浸し・イ
チゴ
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朝
ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・茄子焼き・ほうれん草
のなめこ和え

鮭ご飯・味噌汁・ほうれん
草の胡麻和え・煮豆

ご飯・味噌汁・焼魚・茄子
とピーマンの味噌炒め・
漬物・フルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁･炒り豆腐・
焼魚・大根おろし・梅干

あさりご飯・味噌汁・きゅう
りの梅肉和え・だし巻き玉
子・煮豆

鶏雑炊・味噌汁・野菜たっ
ぷり玉子とじ・納豆

ご飯・味噌汁・煮豆・納
豆・ミートボール

昼
ご飯・味噌汁・ラーメンサ
ラダ・豚肉野菜炒め・漬
物・梨、みかん

きのこと鶏肉の雑炊・さつ
ま芋のサラダ・イチゴ

カレーライス・ワカメスー
プ・ほうれん草の胡麻和
え・バナナ入りフルーチェ

豚キムチ炒飯・コンソメ
スープ・ラーメンサラダ・フ
ルーツヨーグルト

親子丼・味噌汁・キャベツ
の梅肉和え

ナポリタン・豚挽肉ともや
しのスープ･ゆで卵サラダ

お粥・おにぎり・うどん・漬
物

夕
ご飯・すき焼き・もやしの
お浸し

ご飯・御吸い物・ザンギ・
もやしの玉子とじ

ご飯・味噌汁・焼き餃子・
かぼちゃ煮・春菊と水菜
の胡麻和え

天丼・御吸い物 ご飯・鍋
ご飯・ビーフシチュー・
きゅうりの酢の物

ご飯・すり身汁・肉団子和
風シチュー・紫芋のサラ
ダ・大根のなま酢
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朝
松茸ご飯・味噌汁・焼きつ
ぼ鯛・玉子焼き

ご飯・味噌汁・フキ天カマ
煮子和え・ほうれん草の
なめ茸和え

松茸ご飯・味噌汁・スクラ
ンブルエッグ・水菜ときゅ
うりのサラダ

ご飯・味噌汁・炒め納豆・
大根の煮物・漬物

ご飯・味噌汁･なま酢・納
豆・カスベ煮

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
マカロニサラダ・煮豆

ご飯・味噌汁・たらの粕漬
け焼き・野菜入り玉子焼
き・きゅうりの酢の物

昼
ミートスパッゲテｲ・ポトフ･
玉子サラダ・ゼリーとバナ
ナの和え物

かき揚げうどん・お稲荷さ
ん

ご飯・すり身汁・ジンギス
カン・ポテトサラダ・みか
んの缶詰

エビとサーモンの漬丼・御
吸い物・インゲンとソー
セージの炒め物・こふき
いものタルタルソース・ト
マト

稲荷ずし・肉うどん・なま
酢

ご飯・スープ・餃子・かに
玉・きゅうりのサラダ

ご飯・きのこスープ・コロッ
ケ・マカロニサラダ・たくあ
ん

夕
ご飯･鶏の唐揚げ・煮豆・
ニラ玉子炒め・煮豆

ご飯・すき焼き･ほうれん
草のお浸し

混ぜご飯・味噌汁・くずき
りのサラダ

カツ丼・味噌汁･なま酢・
ほうれん草

ご飯・味噌汁・銀がれいミ
リン漬け焼き・大根菜と人
参の味噌マヨ和え・かぼ
ちゃ甘煮・たくあん

手巻き寿司・御吸い物
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
舞茸おろし和え・きゅうり
とツナのサラダ
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朝
ご飯・味噌汁･茄子焼き・
大根サラダ・かぼちゃ煮

ご飯・味噌汁・焼魚・ス
パッゲっテｲサラダ・天カ
マ炒め

ご飯･味噌汁かぼちゃ煮･
茄子焼き・水菜のサラダ

ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
の煮物・玉子焼き・サラダ
うどん

炊き込みご飯･味噌汁･
ウィンナー焼き・漬物・
きゅうりの酢の物

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
煮豆

ご飯･味噌汁･玉子焼き･
煮豆・たくあん

昼

ご飯・味噌汁・塩鯖焼き・
大根と豚肉の炒め煮・白
菜と鶏団子のクリーム煮・
フルーツポンチ

鮭のおにぎり・おそば・茄
子とピーマンの揚げびた
し

焼きそば・春雨スープ・コ
ロッケ・紫蘇、昆布、芋の
酢の物

チキンライス・ほうれん草
と玉子の和風スープ・たら
こペンネ・キャベツとハム
のポン酢和え・かぼちゃ
の茶巾

ご飯･味噌汁・鶏の唐揚
げ・きんぴらごぼう・ス
パッゲﾂテイサラダ

カレーそば・お稲荷さん・
さつま芋のサラダ・ほうれ
ん草と紫蘇昆布和え・黄
桃

回転寿司

夕

カレーライス･コンソメスー
プホワイトアスパラガス・
ソーセージ・パインとマン
ゴー

ご飯・玉子スープ・ロール
キャベツ・手羽先のパイン
煮水菜と玉子のサラダ

豚丼･味噌汁・なま酢・り
んご

ご飯・味噌汁・チャー
シュー麻婆豆腐・春雨サ
ラダ

お鍋(キムチ、豚骨)・ご飯

ご飯･味噌汁・メンチカツ・
ほうれん草のかつお昆布
和え大根炒め･清見オレ
ンジ

ご飯･味噌汁･鶏の照焼
き・小松菜のお浸し・昆布
巻き

30 31

朝

ご飯・味噌汁・茄子、ピー
マン、豚肉の味噌炒め・
白菜の梅肉和え・たくあ
ん

ご飯･味噌汁･玉子豆腐・
鶏そぼろあんかけ・ジャー
マンポテト・フキと干ししい
たけの煮物

昼
キノコのクリームパスタ・
コンソメスープ・コールス
ローサラダ

鶏天丼・キムチスープ・み
かんヨーグルト

夕
中華丼・味噌汁・きんぴら
ごぼう・漬物

ご飯・味噌汁･煮物･黒が
れいの煮漬け

グループホームアウル ３月　献立表
アウルⅠ


