
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2

朝
ご飯・味噌汁・納豆・ほう
れん草ピーナッツ和え・イ
カ塩辛おろし・牛乳

ご飯・味噌汁・たらこ・大
根と玉子炒め煮・ナス味
噌・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・うなぎ・ひじ
き煮物・もずく酢・漬物

ご飯・クリームスープ・ヒレ
カツ・マカロニサラダ・漬
物

夕
二色丼・味噌汁・肉じゃ
が・黄金イカ・長芋梅肉和
え

ご飯・味噌汁・焼鮭・かぼ
ちゃサラダ・ささみと野菜
酒蒸し
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朝
じゃこご飯・味噌汁・サバ
味噌煮・きのこ和風パス
タ・煮物・牛乳

ご飯・味噌汁・煮物・野菜
炒め・イカ塩辛・はちみつ
ポテト・牛乳

ご飯・味噌汁・サンマ蒲
焼・なめたけおろし・もや
し卵とじ・牛乳

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
大根ちくわ煮物・納豆・
ミートボール・牛乳

ご飯・味噌汁・イカ塩辛・
じゃが芋そぼろ煮・ほうれ
ん草お浸し・牛乳

ご飯・味噌汁・マーボー春
雨・卵豆腐・トマトサラダ・
ウインナー・牛乳

ご飯・味噌汁・納豆・酢味
噌・きのこベーコン炒め・
牛乳

昼
ご飯・豚汁・ほうれん草マ
ヨネーズ和え・ホイコー
ロー・昆布佃煮

ご飯・味噌汁・カニサラ
ダ・ほうれん草ツナ和え・
マイタケとろろ・フルーツ
ヨーグルト

ご飯・コーンスープ・鶏唐
揚げ・アスパラ豆腐サラ
ダ・ナスニラ炒め

カツカレー・味噌汁・ひじ
き煮物・野菜サラダ・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・焼サバ・エ
ビチリ・野菜サラダ

カレーうどん・おにぎり・う
ど酢味噌・天ぷら（ナス・さ
つま芋・アスパラ）

炊き込みご飯・味噌汁・
マーボー春雨・じゃが芋た
らこ和え・プル―ンヨーグ
ルト

夕

ご飯・味噌汁・焼宗八カレ
イ・ぜんまいと竹の子煮
物・納豆イカ・小松菜なめ
たけ和え

ホタテご飯・味噌汁・焼塩
サバ・マカロニサラダ・菜
の花ゴマ和え

中華丼・味噌汁・かぼちゃ
サラダ・菜の花ツナ和え・
漬物

ご飯・味噌汁・焼ホッケ・
酢の物・ナス味噌・漬物

ご飯・餃子スープ・鮭おろ
し煮・厚揚げとしらたき煮
物・長芋めかぶ和え

ご飯・味噌汁・真カレイ煮
付・こなごとネギ炒め冷奴
のせ・漬物

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・野菜サラダ・金平ごぼ
う・紅じゃご
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朝
ご飯・味噌汁・さつま芋甘
煮・きゅうりとびっこ和え・
もずく酢・牛乳

ご飯・味噌汁・煮物・目玉
焼き・じゃこ佃煮・牛乳

ご飯・味噌汁・長芋千切
り・フキと天ぷら煮物・三
色豆・牛乳

ご飯・味噌汁・焼鮭・キャ
ベツとちくわ炒め煮・酢の
物・牛乳

ご飯・味噌汁・マーボー茄
子・豆腐とブロッコリー炒
め煮・とびっこ和えサラ
ダ・牛乳

ご飯・味噌汁・厚焼き玉
子・切干大根・三色豆・牛
乳

ご飯・味噌汁・とろろ・紅
じゃこ・かぼちゃ煮・小松
菜ゴマ和え・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・刺身（サー
モン・マグロ・エビ）・ナス
味噌・もやし昆布炒め

ゆかりご飯・玉子スープ・
フライ（チカ・ソーセージ）・
アスパラ胡麻和え・バナ
ナヨーグルト

ご飯・味噌汁・焼サンマ・
かぼちゃそぼろ煮・カニ風
味サラダ・フルーツポンチ

カレーライス・スープ・ナ
ムル・オレンジ

ご飯・味噌汁・ところてん・
ほうれん草お浸し・コロッ
ケ・ヨーグルト

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・煮物・漬物・オレンジ

ご飯・味噌汁・天ぷら（エ
ビ・ピーマン・ナス・さつま
芋）・豚肉とえのきおろし
ポン酢和え・バナナヨーグ
ルト

夕
ご飯・味噌汁・鶏てり焼・
竹の子ピーマン炒め・と
びっこ

いなり寿司・そば・ほうれ
ん草なめたけ和え・じゃが
芋たらこ和え

ご飯・味噌汁・豚すき焼・
春巻き・ほうれん草と焼き
揚げ和え

ご飯・味噌汁・煮物・つき
こん子和え・漬物

ご飯・スープ・鮭ムニエ
ル・バンバンジーサラダ・
とびっこ和えサラダ

ご飯・味噌汁・おでん・マ
カロニサラダ・漬マグロ・
焼ホッケ

ご飯・味噌汁・マーボー春
雨・煮物・焼鮭
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朝
ご飯・味噌汁・天ぷらとぜ
んまい煮物・豚肉と白菜
酒蒸し・納豆・牛乳

ご飯・味噌汁・ほうれん草
納豆和え・昆布佃煮・エビ
シューマイ・ベーコンとブ
ロッコリーのしめじあんか
け・牛乳

ご飯・味噌汁・とろろ・数
の子・野菜炒め・サンマ蒲
焼・牛乳

ご飯・味噌汁・かぼちゃサ
ラダ・酢の物・チンゲン菜
中華炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・大根そぼろ
煮・卵焼き・煮豆・牛乳

ご飯・コーンスープ・目玉
焼き・ウインナ―・うの花・
三色豆・牛乳

ご飯・味噌汁・サンマ蒲
焼・玉子豆腐・白和え・野
菜サラダ・牛乳

昼
ご飯・味噌汁・おでん・焼
サンマ・漬物

ご飯・豚汁・うなぎ蒲焼・
春雨サラダ・あんず梅漬

ご飯・鱈あら汁・オニオン
サラダ・コロッケ・苺バナ
ナヨーグルト

親子丼・漬物・野菜サラ
ダ・フルーツポンチ

いなり寿司・マーボー春
雨・焼鮭・ほうれん草なめ
たけ和え・とろろ

天ぷらうどん・もずく酢サ
ラダ・もも缶

天ぷらうどん・もずくサラ
ダ・もも缶

夕

ご飯・味噌汁・きのこホワ
イトソース掛け・かぼちゃ
煮・ほうれん草お浸し・佃
煮

ご飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・ナス味噌・バンバ
ンジーサラダ・漬物

ご飯・味噌汁・煮物・ニラ
卵とじ・ニシン切り込み

ご飯・味噌汁・焼宗八カレ
イ・もやしメンマ炒め・ポテ
トサラダ

ご飯・味噌汁・肉巻き・
コーンポテト・ささみほう
れん草納豆和え

ご飯・味噌汁・煮物・マグ
ロ山かけ・焼ホッケ

ご飯・味噌汁・焼サンマ・
金平ごぼう・煮物
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朝
ご飯・味噌汁・かぼちゃ
煮・納豆・おろししらすの
せ・牛乳

ご飯・味噌汁・めかぶ・
ベーコンエッグ・鮭水煮お
ろしおせ・牛乳

高菜ご飯・味噌汁・煮物・
サンマ蒲焼・ほうれん草
マヨネーズ和え・牛乳

ご飯・味噌汁・マカロニサ
ラダ・かぼちゃそぼろ煮・
三色豆・牛乳

ご飯・味噌汁・イカ塩辛・
煮物・ごぼうサラダ・牛乳

ご飯・味噌汁・フキ煮物・
煮物・たらこ・牛乳

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・金平ごぼう・梅
とろろ・牛乳

昼

混ぜご飯・味噌汁・サーモ
ン山かけ・じゃが芋明太
子和え・焼餃子・プルーン
ヨーグルト

ご飯・お吸い物・手羽元ピ
リから照り焼き・玉子サラ
ダ・ひじき煮・プルーン
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・マーボー豆腐・きゅうり
梅おかか和え・ヨーグルト

ご飯・味噌汁・うなぎ蒲
焼・煮物・キャベツ梅肉和
え・苺バナナ

ご飯・味噌汁・スコッチ
エッグ・ほうれん草ゴマ和
え・春雨ピリからサラダ・
ミックスベジタブルソテー

そうめん汁・ほうれん草
ピーナッツ和え・エビ
シューマイ・オレンジ

ご飯・スープ・豆腐ハン
バーグ・春雨サラダ・かぼ
ちゃ煮

夕
ご飯・味噌汁・鶏ささみ梅
しそ巻き・ナスお浸し・漬
物

ご飯・味噌汁・カリフラ
ワーとカニサラダ・刺身
（イカ・エビ・ひらめ・マグ
ロ）・ナス味噌

ご飯・味噌汁・八宝菜・焼
鮭・金平ごぼう

ご飯・味噌汁・ナスマー
ボー春雨・アスパラベーコ
ン巻き・バンバンジー風サ
ラダ

ご飯・玉子スープ・シ
チュー・かぼちゃサラダ・
漬物

ご飯・味噌汁・かぶ煮物・
ところてん・白身魚フライ

ご飯・味噌汁・チンジャオ
ロース・つくわと大根たら
こマヨ和え・つぼ鯛塩ダ
レ・バナナヨーグルト

グループホームアウル 4月　献立表
アウルⅠ


