
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

31 1 2

朝
ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・クリームコロッケ・
桃のヨーグルト

ご飯・味噌汁・コーンク
リームコロッケ・ウィン
ナー、インゲン、玉子の炒
め煮・レタス、玉葱、ハム
のマリネ・キウイ入りゼ
リー

ご飯・味噌汁・大根とツナ
の煮物・鯖の味噌煮・豆
腐とカニカマの胡麻ドレッ
シングｻﾗﾀﾞ

昼
牛丼とカツ丼・胡瓜とツナ
のｻﾗﾀﾞ・白菜とひじき団
子の煮物

ご飯・味噌汁・茄子の煮
物・ニラとえのきの卵とじ・
甘辛味ソーストンカツ・洋
ナシフルーツ

ご飯・味噌汁・回鍋肉・胡
瓜の酢の物・カニグラタ
ン・南瓜の煮物

夕
オムライス・スープ・もや
し、ほうれん草のナムル・
胡瓜とカニカマのｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・肉豆腐・蕗
の油炒め・アスパラとツナ
のｻﾗﾀﾞ

カツとじ丼・味噌汁・餃子・
大根の粕漬け
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朝
ご飯のピザ・味噌汁・ほっ
け焼き魚・ハム入り野菜
炒め・シーチキンサラダ

ご飯・味噌汁・鶏のつくね
焼き・カレー味ジャーマン
ポテト・マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・ほうれん草
の卵とじ・エビシュウマイ・
鯖の味噌煮・きんぴら春
雨・トマトサラダ

ご飯・味噌汁・じゃが芋の
挽肉あんかけ・豆腐ハン
バーグ・白和え風ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・味噌カツ・
オムレツ・かぶの煮物・ア
スパラベーコン・マカロニ
サラダ

ご飯・味噌汁・鮭のチーズ
ちゃんちゃん焼き・一口厚
揚げのあんかけ・胡瓜、ト
マト、ゆで卵ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
ほっけ焼き魚・ブロッコ
リー、トマトサラダ・豆腐
ハンバーグ・ちくわとパプ
リカの胡麻和え

昼

ご飯・味噌汁・クリームコ
ロッケ・ピーマンの肉詰
め・冷奴・水餃子スープ・
大根の酢の物

稲荷寿司・お味噌汁・豚
肉のすき焼き風煮・オム
レツ・カニカマｻﾗﾀﾞ

チラシ寿司・ほうれん草
の胡麻和え・豚汁

ご飯・天ぷらそうめん・塩
サバ焼・南瓜煮・フルーツ

ご飯・味噌汁・つくね風ハ
ンバーグ・三つ葉入り玉
子焼き・ほうれん草のな
め茸和え

ご飯・味噌汁・ミートスパ
ゲッティ・筑前煮・南瓜グ
ラタン

牛丼・味噌汁・南瓜グラタ
ン茄子の煮びたし

夕
豚丼・味噌汁・かにのふ
わふわ豆腐・生酢

ご飯・豚汁・すき焼き風
煮・ｻﾗﾀﾞ・茄子の煮びたし

ご飯・味噌汁・茄子と鶏肉
のケチャップ煮・ほうれん
草の玉子炒め・ホワイトア
スパラとカニカマｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
餃子棒・胡瓜の酢の物

お寿司・スープ・茶碗蒸し
ご飯・味噌汁・さつま芋、
南瓜天ぷら・ひじきの煮
物・長いもの梅肉和え

ご飯・味噌汁・大根と天ぷ
らの煮物・鶏肉とニラの
卵とじブロッコリーとツナ
のｻﾗﾀﾞ
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朝
ご飯・味噌汁・豚肉と白菜
の玉子とじ・サバ味噌煮・
マカロニサラダ

ご飯・味噌汁・タラ焼き
魚・ブロッコリー炒め・大
根と厚揚げの煮物

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚コロッケ・ウィンナー・ア
スパラベーコン・紫蘇味
噌

ご飯・味噌汁・ほっけ西京
焼き・枝豆とひじきの豆腐
ハンバーグ・玉子焼き

ご飯・味噌汁・照り焼き豆
腐ハンバーグ・かぶの煮
物・南瓜ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・鮭味噌焼
き・ほうれん草の炒め物・
巾着煮

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
ほうれん草、ベーコンオイ
スター炒め・海老カツ・ハ
ム・玉子焼き

昼
味噌ラーメン・天津飯・大
学芋

カレーライス・味噌汁・春
雨入りコールスローサラ
ダ

ご飯・味噌汁・茄子と挽肉
の煮物・枝豆入りスクラン
ブルエッグ・白身フライ

ご飯・味噌汁・酢豚・芋天
ぷら・フルーツゼリー

ご飯・味噌汁・豚肉の味
噌焼き・トマト、胡瓜、大
根のｻﾗﾀﾞ・茄子とピーマ
ン炒め

稲荷寿司・味噌汁・ピーマ
ンの肉詰め・鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・茄子、ピー
マン八兆味噌和え・胡
瓜、くらげ中華和え・か
ぶ、人参の煮物・ちくわ、
納豆揚げ

夕
うな丼・味噌汁・回鍋肉・
あげ芋

ご飯・オムレツ・味噌汁・
ポテトサラダ・バナナ入り
フルーツ

親子丼・春雨スープ・生
酢・即席いとこ煮

ご飯・味噌汁・茄子とベー
コンのコンソメ煮・ニラ玉・
ほうれん草のお浸し

ご飯・コンソメスープ・豆
腐入りハンバーグ・スパ
ゲッティｻﾗﾀﾞ・みかんゼ
リー和え

カレーライス・ポテトサラ
ダ・黄桃ゼリー

ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
の煮物・人参きんぴら・ブ
ロッコリーとツナのｻﾗﾀﾞ
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朝
ご飯・味噌汁・里芋と揚げ
の煮物・鮭の甘酢あんか
け・オレンジヨーグルト

ご飯・味噌汁・茄子の田
楽・アメリカンドッグ・カニ
シュウマイ・納豆

ご飯・味噌汁・カニクリー
ムコロッケ・ひじきと厚揚
げの和え物・鯖の麹漬け
焼き・すじこ・イチゴ

ご飯・味噌汁・じゃが芋の
挽肉あんかけ・ニラ玉・ブ
ロッコリーとカニカマのｻﾗ
ﾀﾞ

ご飯・味噌汁・赤魚の焼き
魚or鯖の味噌煮・大根の
煮物・ほうれん草の和え
物・オムレツ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
糠さんま・人参しりしり・豆
腐ハンバーグ・くらげｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・牛乳・南瓜
甘煮あんかけ・かぶ、人
参煮・だし巻きねぎ玉子
焼き・ウィンナー炒め・フ
ルーツ

昼
キーマカレー・南瓜の煮
物・フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・ナポリタン・
南瓜コロッケタルタルソー
スのせ・たくあん

ご飯・味噌汁・牛丼・ポテ
トサラダ・塩サバ焼き魚

チキンカレー・ベーコン入
りスクランブルエッグ

ハンバーガー・牛乳
お稲荷さん・温そうめん・
野菜天ぷら・カニクリーム
コロッケ・漬物

ご飯・味噌汁・親子丼・
ピーマンと茄子の味噌炒
め・青椒肉絲・大根と鶏肉
の煮物・フルーチェ

夕
豚丼・味噌汁・ベーコン、
ブロッコリーｻﾗﾀﾞ煮・茶碗
蒸し・長いもの和え物

ご飯・味噌汁・かき揚げう
どん・ほうれん草、厚揚げ
オイスター炒め・フルーツ
洋ナシ

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・小茄子の煮物・
みかん

茄子とトマトのパスタ・コ
ンソメスープ・大根サラダ

カレーライス・マイタケ
スープ胡瓜の酢の物・漬
物・ほうれん草のお浸し

ご飯・すいとん汁・八丁味
噌トンカツ・マグロ刺身・
ずんだ豆腐

炒飯・味噌汁・焼きそば・
たくあん
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朝
ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・蕗と里芋の煮物・白菜
のなめ茸和え・煮豆

ご飯・味噌汁・白菜と豚肉
の玉子とじ・ハムカツ・煮
豆

ご飯・味噌汁・玉子お粥・
オムレツ・ひじきの煮物・
トマト・ニラの玉子とじ・茄
子焼き

ご飯・味噌汁・オムレツ・
カニクリームコロッケ・白
菜の和え物・煮豆・茄子、
ピーマンの味噌炒め

ご飯・味噌汁・茄子とミー
トボールのケチャップ煮・
ピーマンと油揚げの炒め
煮・イチゴヨーグルト

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
ほうれん草と白菜のなめ
茸和え・里芋の煮物・煮
豆

ご飯・味噌汁・牛乳・ニラ
玉子とじ・里芋、山芋、さ
つま芋煮・茄子、ピーマン
八丁味噌炒め・紅鮭焼き
魚

昼

チラシ寿司・スープ・アス
パラ、アラスカのマヨネー
ズ和え・梨、とろけるゼ
リー和え

ご飯・味噌汁・クリームコ
ロッケ・長いも千切り梅肉
和え・肉じゃが・ハムのケ
チャップ炒め

ご飯・味噌汁・生姜焼き・
芋天ぷらの煮物・ほうれ
ん草のお浸し・フルーチェ

カレーライス・マカロニサ
ラダ・スープ

ご飯・味噌汁・茄子焼き・
玉子焼き・ほうれん草の
胡麻和え

ご飯・味噌汁・もやしとタ
ラの煮物・しめじとハムの
ケチャップ煮・トマト、いち
ご

冷麦(野菜のせ)・ポテトフ
ライ・お稲荷さん・胡瓜の
酢の物・コールスロー

夕

ご飯・味噌汁・大根といわ
しの味噌煮・人参きんぴ
ら炒め・ほうれん草のツナ
のお浸し

ご飯・スープ・ささみのｻﾗ
ﾀﾞエビチリ・おから

カルボナーラ・味噌汁・コ
ロッケ・大学芋

ご飯・コンソメスープ・さつ
ま芋の煮物・ほうれん草
の玉子炒め・もやしとカニ
カマの和え物

うな丼・味噌汁・カニク
リームコロッケ・コーンク
リームコロッケ・トマト

海老かき揚げ丼・味噌
汁・トマト・胡瓜の酢の物・
フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・さつま芋と
天カマの煮物・豚肉とキャ
ベツの味噌炒め・ほうれ
ん草とツナのポン酢和え

グループホームアウル 5 月　献立表
アウルⅠ


