
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 5 6

朝
ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・肉味噌キャベツ・伊達
巻き・シュウマイ

ご飯・味噌汁・チーズ入り
スクランブルエッグ・コロッ
ケ・鯖焼き魚・ポテトサラ
ダ

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
鯖の味噌煮・山芋焼き・
ベーコンとほうれん草の
炒め物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
シュウマイ・豚肉ピーマン
炒め・ホッケ焼き魚

ご飯・味噌汁・タラの甘酢
あんかけ・大根と天カマ
の煮物・マカロニサラダ・
鶏つくね

ご飯・味噌汁・ほうれん草
の胡麻和え・南瓜の甘
煮・カニコロッケ・シュウマ
イ・温玉子

昼
パン・スクランブルエッグ・
ハム、スープ・果物入りフ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・鮭フライ・
ハム炒め・ポテトサラダ・
大学芋・フルーツ

チラシ寿司・うどん・天ぷ
ら・ゼリー

キーマカレー・フルー
チェ・ハムサラダ

ご飯・すまし汁・トンカツ・
マカロニサラダ・とろろ・
ヨーグルトバナナ

ご飯・シチュー・エビフラ
イ・ほうれん草のおかか
和え・フルーツ

夕
ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・がんも煮・チーズチキ
ンカツ

豚丼・温キャベツ・ポテト
サラダ・苺、バナナ・サツ
マイモの天ぷら

鶏天丼・お吸い物・トマト
エビ丼・味噌汁・天カマと
もやしの味噌炒め・カニカ
マ

カレーライス・鶏ささみとく
らげ和え・ほうれん草の
オリーブ炒め

ご飯・卵スープ・黒酢酢
豚・ハンバーグ・ほうれん
草の玉子和えポテトサラ
ダ
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朝
ご飯・味噌汁・ミニオムレ
ツ・豆唐揚げ・鯖の味噌
煮・シュウマイ・

ご飯・味噌汁・牛肉コロッ
ケ・肉巻ききんぴらごぼ
う・目玉焼き・ホッケ焼き
魚

ご飯・味噌汁・和風スクラ
ンブルエッグ・ホッケフラ
イ・茄子とがんもの味噌
炒め・ピーマンのお浸し

ご飯・味噌汁・牛乳・オム
レツ・コロッケ・サラダチキ
ンくらげ和え・がんも、巾
着大根煮

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
茄子、肉炒め・エビポテト
巻き・焼き魚

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
鰺フライ・アスパラベーコ
ン巻き・ウィンナー

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・ソーセージ炒め・オム
レツ・がんも、大根煮物

昼
稲荷寿司・味噌汁・焼きそ
ばほうれん草のおかか和
え・フルーツ

チラシ寿司・すまし汁・ハ
ムカツの丼とじ・がんもと
白滝の煮物・パンケーキ

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ベーコンとほうれん草の
サラダ・鯖の味噌煮

ご飯・味噌汁・肉団子・マ
カロニサラダ・白菜の胡
麻和え・ゼリー

パン・コーンスープ・スクラ
ンブルエッグ・ベーコン・フ
ルーツヨーグルト

キーマカレー・オニオン
スープ・エビフライ、ブロッ
コリー添え・苺フルーチェ

ご飯・すまし汁・豚しゃぶ・
青椒肉絲・春雨サラダ・フ
ルーツ

夕
牛丼・入り玉子・エビフラ
イ・味噌汁

オムライス・味噌汁・ひじ
きの煮物・白菜とツナの
和え物

ご飯・味噌汁・お好み焼
き・鶏竜田揚げ・温キャベ
ツ・フルーツ

ご飯・味噌汁・肉野菜炒
め・エビフライ・ほうれん
草の玉子和え

たらこおむすび・八宝菜・
ミートスパゲッティ・味噌
汁

ご飯・味噌汁・酢豚・フ
キ、天カマ炒め・南瓜コ
ロッケ

おにぎり・あんかけ焼きそ
ば・入り豆腐
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朝

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
タラフライ・ほうれん草と
ウィンナーの炒め物・天カ
マともやしの炒め物・サツ
マイモサラダ

ご飯・味噌汁・コロッケ・ミ
ニオムレツ・鯖の味噌煮・
いんげん胡麻和え

ご飯・味噌汁目玉焼き・厚
切りベーコン・ホッケみり
ん漬け・白菜つくねあん
かけ

ご飯・味噌汁・茄子の味
噌炒め・鮭フライ・鶏つく
ね・ジャーマンポテト

ご飯・味噌汁・コロッケ・玉
子焼き・焼き魚・唐揚げ

ご飯・味噌汁・四川風厚
焼き玉子・大根、がんも
煮・紅鮭焼き魚・ソーセー
ジ・ワッフル

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・マカロニサラダ・さん
まの生姜焼き・ささみチー
ズフライ・たらこ

昼
ご飯・かき揚げうどん・
じゃが芋とマイタケ炒め・
野菜サラダ

ご飯・味噌汁・ハム、茄
子、ピーマンフライ・ほう
れん草の白和え・じゃが
バター・フルーツ

調理パン・ハムとチーズ
のスクランブルエッグ・コ
ンソメスープ・黄桃入りフ
ルーチェ

おむすび・フレンチトース
ト・コロッケ・ほうれん草の
なめ茸和え・ラーメンサラ
ダ

調理パン・スープ・スクラ
ンブルエッグ・ウィンナー
炒め・ゼリー

カレーライス・マカロニサ
ラダ・卵スープ・フルーツ

チラシ寿司・たらこスパ
ゲッティ・エビフライ・フ
ルーツ

夕
ご飯・味噌汁・味噌肉炒
め・ブロッコリー和え・鶏
肉の煮物

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・回鍋肉・漬物

ご飯・お吸い物・シュウマ
イ・新玉ねぎサラダ

ご飯・味噌汁・青椒肉絲・
煮物・ほうれん草の胡麻
和え

カレーライス・コールス
ロー・サツマイモ大学芋

おにぎり・オムそば・天カ
マのおろし和え

うな丼・豚肉、キャベツ胡
麻味噌炒め・味噌汁・マカ
ロニサラダ
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朝
ご飯・味噌汁・コーンク
リームコロッケ・赤魚煮
魚・南瓜煮・すじこ

ご飯・味噌汁・焼き魚・
チーズスクランブルエッ
グ・挽肉詰め揚げ・ポテト
サラダ

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・南瓜、サツマイモ煮・
ニラ卵とじ・白菜胡麻和え

ご飯・味噌汁・鯖の水煮・
もやしと豚肉のニンニク
炒め・ミニデミハンバー
グ・クリームコロッケ

牛蒡飯・味噌汁・かに玉・
エビすり身焼き・ホッケ焼
き魚・芋団子

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
厚焼き玉子・大根煮物・フ
キ、竹の子煮

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
コロッケ・ハンバーグ・焼
き魚

昼

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・野菜サラダ・ほうれん
草のおあかか和え・フ
ルーツ

キーマカレー・野菜サラ
ダ・卵スープ

かき揚げ丼・ご飯・とろろ・
天カマとじゃが芋の炒め

お弁当・味噌汁・チラシ寿
司・天丼・焼きそば

パン盛り合わせ・コーン
スープ・スクランブルエッ
グ・フルーツ

ご飯・ベーコン卵スープ・
ナポリタン・コロッケ・カニ
カマの和え物

海鮮丼・すまし汁

夕
ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
鶏肉の煮物・茶碗蒸し

海鮮丼・すりみ汁
ご飯・味噌汁・海老カツ・
子和え・ほうれん草ツナ
和え

おにぎり・味噌汁・広島風
お好み焼き・マスのホイ
ル焼き

豚丼・トマト・味噌汁・ニラ
のちぢみ・ほうれん草の
煮びたし

ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・焼うどん

ご飯・味噌汁・キャベツ、
天カマ炒め・鶏もも甘辛
揚げ・茶碗蒸し
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朝

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
コーンクリームコロッケ・
肉、もやし炒め・ほうれん
草ツナ和え

ご飯・味噌汁・切り干し大
根・タラフライ・玉子焼き・
ニラとツナの胡麻ソース
和え

ご飯・味噌汁・コロッケ・
チーズスクランブルエッ
グ・エビフライ・煮豆・焼き
魚

ご飯・味噌汁・かぶ、天カ
マ煮・すじこ・ふき、天カマ
炒め・目玉焼き・バジル
ウィンナー

昼
ご飯・スープ・酢豚・ラーメ
ンサラダ・ほうれん草のナ
ムル

ご飯・スープ・カレーマカ
ロニサラダ

稲荷寿司・すまし汁・チキ
ンカツ・ポテトサラダ・和
風スパゲッティ・フルーツ

カレーライス・フルーツポ
ンチ

夕
ご飯・味噌汁・コロッケ・茄
子とピーマン焼き甘味噌
和え・伊予柑

ご飯・味噌汁・茶碗蒸し・
豚肉ピーマン炒め・茄子
の煮びたし

カニ飯・すりみ汁
エビ丼・お吸い物・茶碗蒸
し

グループホームアウル 　3月　献立表
アウルⅡ


