
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

朝

ご飯・味噌汁・サバの味
噌煮・さつま芋ｻﾗﾀﾞ・大根
の煮物・煮豆・スクランブ
ルエッグ

ご飯・味噌汁・茄子と挽肉
の炒め物・ポテトサラダ・
南瓜のバター醤油炒め・
煮豆・アスパラベーコン

ご飯・味噌汁・ほっけの酒
蒸し・ジャーマンポテト・ク
リームコロッケ・胡瓜とし
めじの梅肉和え・フルー
チェ

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ほっけ焼き魚・
肉団子のトマト煮・蕗と細
竹の煮物

昼

ミートスパゲッティ・玉子
スープ・大根、人参、揚げ
の豆腐の煮物・おにぎり・
胡瓜のｻﾗﾀﾞ

稲荷寿司・とろろそば・煮
豆・フルーツ

ラーメン・炒飯・餃子・トマ
ト

ご飯・味噌汁・豚肉のスタ
ミナ炒め・トマトのｻﾗﾀﾞ・エ
ビフライ

夕
ご飯・味噌汁・鶏モモ肉の
ケチャップ炒め・山芋の梅
醤油和え・フルーツポンチ

他人丼・味噌汁・ポテトサ
ラダ・大根、味噌煮・ハ
ニーフルーツホイップ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草のなめ茸和
え・芋団子

ご飯・味噌汁・揚げ出し豆
腐さつま芋、インゲン、挽
肉の煮物・人参しりしり・
胡瓜の生酢
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朝
ご飯・味噌汁・茄子の揚
げ出し・サケ焼き魚・玉子
焼き紫蘇味噌・煮豆

ご飯・味噌汁・肉団子の
ケチャップ炒め・ほうれん
草の胡麻和え・人参きん
ぴら・南瓜の煮物・しらす
ふりかけ

ご飯・味噌汁・ベーコン、
ハム炒め・筑前煮・ポテト
サラダ・煮豆・玉子焼き・ト
マト・鶏照り焼き

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ブロッコリーベーコン炒
め・大根の煮物・ほうれん
草のお浸し

ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮肉じゃが・生酢・煮豆

ご飯・味噌汁・鮭・目玉焼
き人参きんぴら・ウィン
ナー・天カマ、ひじきの煮
物

ご飯・味噌汁・玉子と玉葱
の煮物・ほうれん草のな
め茸和え・メバルの西京
焼き魚・紫蘇味噌

昼
ご飯・味噌汁・八宝菜・春
菊の胡麻和え・ポテトサラ
ダ

焼きそば・おにぎり・味噌
汁インゲンと天ぷらの煮
物・ツナサラダ

醤油ラーメン・おにぎり・
南瓜の煮物・漬物・みか
ん

キーマカレー・野菜スー
プ・ポテトサラダ・メンチカ
ツ・果物とフルーチェ

ちらし寿司・すいとん汁・
南瓜団子・フルーツのブ
ルーベリー和え・ほうれん
草、ニラのゴマ油炒め

オムライス・玉子スープ・
野菜サラダ・蕗とツナの
煮物・桃、みかん

ご飯・味噌汁・鶏肉とネギ
とﾎﾟﾃﾄのチーズ和え・ズッ
キーニのｻﾗﾀﾞ・天カマと
昆布の煮物

夕
ご飯・玉葱スープ・餃子・
中華サラダ・大根と人参
の煮物・フルーチェ

かき揚げ丼・豚汁・煮豆・
漬物

ご飯・コンソメスープ・茄
子と挽肉のパスタ・コロッ
ケ・もやしの中華ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・和風煮込
みハンバーグ・ベーコン、
白菜玉子炒め・バナナ、
桃ゼリー

中華丼・スープ・ポテトサ
ラダ・煮豆・みかん・フ
ルーツ

ご飯・味噌汁・白菜のあ
んかけ・肉団子のキャベ
ツロール・焼き茄子

親子丼・味噌汁・ツナとマ
カロニサラダ・バナナ、み
かん
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朝

ご飯・味噌汁・サンマ蒲焼
きほうれん草白和え・中
華くらげと胡瓜の酢の物・
かぶとベーコンの煮物

ご飯・味噌汁・サケ焼き
魚・ポテトサラダ・煮物・と
ろろ・煮豆

ご飯・味噌汁・大根と挽肉
のあんかけ・玉子焼き・
ジャーマンポテト・シュウ
マイ

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・白和え・芋ときのこの
塩昆布和え

ご飯・味噌汁・カスべの煮
付け・かに玉・南瓜のコ
ロッケ・胡瓜と玉葱の酢
の物

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ほうれん草とベーコン炒
め・卯の花・サケ焼き魚・
大根と人参の煮物

ご飯・味噌汁・茄子のあ
んかけ焼き・煮物・中華サ
ラダ煮豆・フルーチェ

昼
生チラシ・里芋の煮物・す
まし汁・みかん

えび天丼・お稲荷さん・
ピーマンとニラの甘辛炒
め・タケノコと蕗の煮物

エビとじ丼・味噌汁・ほう
れん草白和え・大学芋・フ
ルーチェ

ご飯・焼きそば・南瓜のあ
んかけ・茄子巻き肉フラ
イ・タケノコとレンコンのき
んぴら

カレーライス・玉子スー
プ・ポテトサラダ・蕗とタケ
ノコの煮物・みかん・キウ
イ

おにぎり・焼きそば・かぶ
と里芋の煮物・胡瓜とブ
ロッコリーのｻﾗﾀﾞ

ご飯・コンソメスープ・白
菜と豚肉の和風パスタ・
ブロコッリー、ニラ炒め・
大根サラダ

夕
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
大根サラダ・ニラの卵と
じ・みかん、桃

ご飯・シチュー・酢豚・トマ
トバナナ

ご飯・味噌汁・さつま芋の
かき揚げ丼・玉葱と豆腐
のｻﾗﾀﾞ・タケノコと大根・
鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・ホワイト
ソースハンバーグ・ラーメ
ンサラダ・シシャモ昆布巻
き・フルーツゼリー和え

ご飯・味噌汁・コロッケ・マ
カロニサラダ・かぶの煮
物

ご飯・味噌汁・チーズinハ
ンバーグ・ポテトサラダ・
みかん、バナナ

ご飯・味噌汁・コロッケ・も
やしと胡瓜のｻﾗﾀﾞ・茶碗
蒸し
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朝
ご飯・味噌汁・鯖の味噌
煮・玉子焼き・大根と豚肉
の煮物・シュウマイ・煮豆

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
生酢・鮭焼き魚・天カマと
ひじきの煮物・ハムポテト
サラダ

パン・野菜スープ・納豆パ
スタ・スクランブルエッグ・
ジャーマンポテト・ゼリー

ご飯・味噌汁・鶏肉と大根
の煮物・鮭のチーズ焼き・
ゆで卵のｻﾗﾀﾞ・煮豆

ご飯・味噌汁・茄子とピー
マンの挽肉炒め・大学芋・
蕗と天カマ炒め・芋チー
ズ

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
堤焼・ポテトサラダ・豆腐
のステーキ・トマト・ほうれ
ん草の玉子炒め

ネバトロ丼・味噌汁・ほっ
け焼き魚・人参しりしり・え
びシュウマイ

昼
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
茄子とピーマンの味噌炒
め・白菜のお浸し

ご飯・味噌汁・ラムしゃ
ぶ・南瓜の煮付け・ブロッ
コリーとハムのｻﾗﾀﾞ

オムライス・玉子スープ・
ポテトサラダ・かぼちゃの
煮物フルーツ白玉

味噌ラーメン・かぶの煮
物おにぎり・洋梨とキウイ

カレーライス・フルーツポ
ンチ

生チラシ寿司・おすまし・
白菜のお浸し・南瓜の煮
物

ご飯・味噌汁・鶏肉と野菜
の黒酢あん炒め・茄子の
お浸し・かぶの浅漬け・里
芋と天ぷらの煮物

夕
他人丼・味噌汁・大根と天
カマ煮・生酢・バナナ・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・カツとじ・長
いもときのこの塩昆布炒
め・浅漬け・煮豆

たけのこご飯・味噌汁・ほ
うれん草と納豆の玉子炒
め・ささみのフライ・タルタ
ルソース和え

おにぎり・味噌汁・冷やし
中華・長いもの梅ポン酢
和え・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・八宝菜・ス
タミナ納豆・もやし・胡瓜、
鶏むねｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・豆腐とおか
らのハンバーグ・タケノコ
と蕗と鯖の味噌炒め・生
酢・ブロッコリー・ゆで卵

豚丼・味噌汁・温野菜とゆ
で卵のｻﾗﾀﾞ・バナナ、ベ
リーミックスのゼリー和え
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朝

ご飯・味噌汁・鶏肉のチー
ズ焼き・玉子と納豆とほう
れん草ベーコン炒め・南
瓜とブロッコリーのｻﾗﾀﾞ・
紫蘇巻き

ご飯・味噌汁・ハムポテト
サラダ・えびシュウマイ・
ほっけ焼き魚・納豆と挽
肉炒め・蕗と天カマの煮
物

フレンチトースト・ウィン
ナー炒め・大学芋・もやし
と胡瓜のナムル・南瓜煮

ご飯・味噌汁・里芋と大根
の煮物・ポテトサラダ・肉
団子・煮豆・納豆

ご飯・味噌汁・塩サバの
南蛮漬け・茄子とピーマ
ン、豚肉の味噌炒め・たく
あんとカニカマの中華ｻﾗ
ﾀﾞ

ご飯・味噌汁・・塩サバ・
赤ウィンナー・かぶの煮
物・玉子焼き・フルーチェ

昼
お好み焼・おにぎり・ほう
れん草と玉子のスープ・
肉じゃが

生チラシ寿司(マグロ、
サーモン、しめ鯖、ヒラ
メ)・胡瓜の酢の物・温野
菜ｻﾗﾀﾞ・生クリームベリー

キーマカレー・玉子スー
プ・大根、人参、天カマの
煮物レタスとハムのｻﾗﾀﾞ・
フルーチェ

塩ラーメン・おにぎり・南
瓜煮・餃子・ゼリー

うどん・お稲荷さん・レタス
マヨネーズ和えｻﾗﾀﾞ・ほう
れん草のお浸し・かぶの
酢の物

ご飯・味噌汁・豚のジンギ
スカン・胡瓜ともやしのｻﾗ
ﾀﾞ・ダイン、かぶ、人参の
煮物

夕
他人丼・味噌汁・マカロニ
サラダ・里芋と天カマ煮・
みかんフルーチェ

ご飯・味噌汁・むね肉の
おろし玉葱炒め・人参き
んぴら・納豆とろろ・生ハ
ムサラダ

オムそば・味噌汁・もやし
と春雨サラダ・ほうれん草
のツナ和え・桃

ご飯・クリームシチュー・さ
つま芋とチーズコロッケ・
ハムステーキ・白菜サラ
ダ

ご飯・味噌汁・カニと豆腐
のふんわり天・大根の煮
物・煮込みハンバーグ

三食丼・味噌汁・肉じゃ
が・ほうれん草のお浸し・
トマト

グループホームアウル 5 月　献立表
アウルⅠ


