
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・佃煮・鮭焼き魚・あ
らびきステーキ・豚肉の
生姜焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・焼き
茄子・ピーマン・玉子焼
き・ウィンナー・ほうれん
草のハム炒め・ミートボー
ル

ご飯・味噌汁・牛乳・ミート
オムレツ・紅鮭焼き魚・ポ
テトサラダ・鶏肉の龍田
焼・大根の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・豚
肉、茄子、ピーマン炒め・
スクランブルエッグ・玉葱
とツナのｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・玉
葱、豚肉炒め・トマト・さつ
ま芋のｻﾗﾀﾞ・ピーマンの
炒め物ホワイトアスパラ

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
の卵とじ・アメリカンドッ
グ・ほっけ焼き魚・豚肉と
キャベツの炒め物・茄子
の味噌炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・目玉
焼き・昆布巻き・鶏つく
ね・赤魚焼き魚・佃煮

昼

ご飯・白玉汁・ナポリタン
スパゲッティ・鶏のから揚
げ・茄子の煮びたし・みか
ん缶

キーマカレー・マカロニサ
ラダ・野菜スープ・フルー
ツ

ラーメン・おむすび・餃
子・野菜サラダ・フルーツ

きのこそば・炒飯・春雨サ
ラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・鶏つくねふ
う・ウィンナーとピーマン
のケチャップ炒め・ニラの
卵とじ・とろろ梅

ご飯・味噌汁・肉団子と
豆腐のスープ煮・さつま
芋のｻﾗﾀﾞ・茄子の煮物

ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・大根の煮物・シュ
ウマイ

夕
ご飯・味噌汁・大根の肉
巻き・玉葱、天カマ炒め・
フルーツ

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・ポテトコロッケ・胡瓜の
酢の物

ご飯・味噌汁・すき焼き・
芋とベーコンのチーズ焼
き・ほうれん草のお浸し

チラシ寿司・味噌汁・天カ
マの味噌炒め・白菜のお
浸し

親子丼・味噌汁・キャベツ
シュウマイ・ラーメンサラ
ダ・

ご飯・味噌汁・回鍋肉・蕗
と天カマ煮・餃子

カレーライス・ポテトサラ
ダ・玉子スープ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・芋と
天カマ煮・玉子焼き・鮭焼
き魚・茄子焼き・カニク
リームコロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・さん
まの蒲焼き・茄子、ピーマ
ンの味噌炒め・玉子焼き・
ソーセージ・大根の煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・炒り
卵豚肉ときのこの炒め
物・クリームコロッケ・煮
豆・茄子とピーマンのオイ
スター炒め

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ鯖焼き魚・シュウマイ・
牛肉のコロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・トマ
ト・スクランブルエッグ・鶏
肉とエノキの炒め物・シュ
ウマイ・ハム巻きポテト

ご飯・味噌汁・牛乳・ク
リームコロッケ・天カマの
甘炒めもやしの炒め物・
大根とインゲンの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・シュ
ウマイ・紅鮭・生姜ワカメ・
たらこ・豚肉の生姜焼き

昼
ラーメン・おむすび・南瓜
のいとこ煮・野菜サラダ・
フルーツ

お寿司・ソーメン汁
ご飯・味噌汁・豚肉の炒
め物・じゃが芋のチーズ
かけ・ニラの卵とじ

天丼・ソーメン汁・野菜サ
ラダ・フルーツ

ご飯・味噌汁・ロールキャ
ベツ・入り豆腐・赤魚焼き
魚・胡瓜とシーチキンの
和え物

ご飯・味噌汁・肉団子の
スープ煮・玉子ｻﾗﾀﾞ・さつ
ま芋と茄子の炒め物・フ
ルーツ

炒飯・天ぷらそば・ニラ焼
き南瓜のいとこ煮・フルー
ツ

夕
ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・ハムとほうれん草
炒め・玉葱の炒め物

ご飯・味噌汁・すき焼き・
玉葱とツナのｻﾗﾀﾞ・大根
と人参の煮物

さんまの蒲焼き丼・ポテト
サラダ・ピーマンとソー
セージの卵とじ

ご飯・味噌汁・回鍋肉・ポ
テトサラダ・みかん、煮豆

ご飯・味噌汁・和風ハン
バーグ・人参の味噌炒
め・ほうれん草の炒め物

海老丼・南瓜団子・味噌
汁

鮭チラシ・味噌汁・春雨サ
ラダ・ひじき巾着煮
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朝

ご飯・コーンスープ・大根
の煮物・もやしのお好み
焼き風・ポテトサラダ・ほ
うれん草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・牛乳・トマ
ト・煮豆・ほうれん草のお
浸し・鶏肉としめじの炒め
物・炒り卵

ご飯・味噌汁・牛乳・ス
コッチエッグ・ニラの卵と
じ・鯖の味噌煮・佃煮

ご飯・味噌汁・牛乳・茄子
の味噌炒め・ソーセージ・
アスパラ・ツナ入りポテト
サラダ・ささみのフライ

ご飯・味噌汁・牛乳・スク
ランブルエッグ・ツナと玉
葱のマヨネーズ和え・煮
豆・きのこ炒め・キウイ

ご飯・味噌汁・牛乳・和風
スクランブルエッグ・アメ
リカンドッグ・ほっけ焼き
魚・鶏つくね・ハムとピー
マンの炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・おふ
くろ煮・南瓜煮・紅鮭焼き
魚・肉団子・ポテトサラダ

昼
三食丼・味噌汁・鶏のか
ら揚げ・野菜サラダ・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・鶏肉のピカ
タ白滝のまよたら和え・麻
婆茄子

チラシ寿司・すまし汁・お
刺身・ソーセージと芋の
グラタン・フルーツ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
蕗とタケノコの煮物・豚肉
のカレー炒め・白菜のな
め茸和え

ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・里芋の煮物・マカ
ロニサラダ

オムライス・スープ・肉
じゃが大根サラダ・フルー
ツ

ご飯・味噌汁・野菜の肉
巻き・ウィンナーの卵と
じ・ハムとマカロニサラダ

夕
カレーライス・中華スー
プ・煮豆・ゆで卵・フルー
ツ

チャーシュー、入り玉子
丼・すじこ・カスべの煮付
け

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・玉葱、きのこ炒
め・煮豆

ご飯・味噌汁・すき煮・さ
つまいもサラダ・ほうれん
草の胡麻和え

ご飯・シチュー・もやしの
ｻﾗﾀﾞ・ﾎﾟﾃﾄのピザ風

海老丼・蕗と天カマ煮・餃
子

ご飯・味噌汁・ホイル焼
き・水菜のなめ茸和え・カ
ニカマ胡瓜ｻﾗﾀﾞ
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朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・ソーセージ炒
め・トマト・茄子とピーマン
の炒め物

ご飯・味噌汁・牛乳・炒り
卵クリームコロッケ・ピー
マン、玉葱、鶏肉の炒め
物・紫蘇昆布・ほうれん草
のお浸し

ご飯・味噌汁・牛乳・玉子
焼き・紅鮭焼き魚・キャベ
ツと豚肉の炒め物・南瓜
煮・茄子のオイスター炒
め

ご飯・味噌汁・サケ焼き
魚・南瓜煮・つくね・煮豆・
マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・牛乳・ポテ
トサラダ・南瓜煮・ほうれ
ん草とハム炒め・サンマ
蒲焼き

ご飯・味噌汁・牛乳・鯖焼
き芋団子・玉子焼き・肉
野菜炒め

ご飯・味噌汁・牛乳・ミート
ボール・茄子とピーマン
の炒め物・炒り卵・リンゴ
煮

昼
かき揚げうどん・ごまおむ
すび・とりつくねのほうれ
ん草のあんかけ

ご飯・ソーメン汁・天ぷら・
野菜サラダ・フルーツ

カレーライス・ポテトサラ
ダ・フルーツポンチ・スー
プ

味噌ラーメン・お稲荷さ
ん・ニラ焼き・フルーツ

ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・野菜炒め・えび
シュウマイ

ご飯・味噌汁・肉豆腐・茄
子の炒め物・ポテトサラ
ダ

天ぷらそば・お稲荷さん・
野菜のコンソメ煮・フルー
ツ

夕
カレーライス・煮豆・スー
プ・茄子焼き

ご飯・味噌汁・マスのホイ
ル焼き・ソーセージの卵と
じ・もやしとわかめのｻﾗﾀﾞ

ご飯・豚汁・切り干し大根
の煮物・ほうれん草の胡
麻和え

チラシ寿司・味噌汁・玉
葱、人参の味噌炒め・イ
ンゲンの胡麻和え

ひつまぶし・味噌汁・里芋
と大根の煮物・南瓜のそ
ぼろあんかけ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
南瓜ｻﾗﾀﾞ・煮豆・バナナ

ご飯・味噌汁・ポテトコ
ロッケ・ほうれん草の炒め
物・トマトごはん

29 30

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・ほっ
け焼き魚・ピーマン、茄子
の味噌炒め・ソーセージ・
ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・大根の煮物・ポテト
サラダ・茄子とピーマンの
味噌炒め・チーズ入りス
クランブルエッグ

昼
炒飯・すまし汁・スライス
の豚カツ・野菜サラダ・フ
ルーツ

炒飯・ソーメン汁・エビフ
ライの卵とじ・野菜サラ
ダ・フルーツ

夕
鮭チラシ・味噌汁・南瓜
煮・ラーメンサラダ・もやし
と天カマの炒め物

ご飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め・肉じゃが・ほうれ
ん草の胡麻和え

グループホームアウル 4月　献立表
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