
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・牛乳・ホッ
ケ焼魚・トマト・天カマ炒
め・だし巻き玉子

ご飯･味噌汁･牛乳・茄
子、ピーマンの味噌炒め・
ウィンナー鯖味噌煮・和
風スクランブルエッグ

ご飯･味噌汁・牛乳・ニラ
玉子とじ・豚肉生姜焼・サ
ンマの蒲焼

ご飯･味噌汁・牛乳・肉
じゃが・カレーコロッケ・ほ
うれん草とベーコンの炒
め物

昼
そば・ほうれん草の炒飯・
かぼちゃ煮・フルーツポン
チ

親子丼・玉葱と玉子の味
噌汁・マカロニサラダ

ご飯･味噌汁･タラ、エビフ
ライ・トマト・ほうれん草の
煮浸し・大根の煮物

えび天丼・味噌汁・かぼ
ちゃ煮・ほうれん草のお
浸し・スクランブルエッグ

夕
ご飯･味噌汁･ポテトコロッ
ケ蒸しキャベツ・茄子焼

ご飯･味噌汁･牛乳・胡麻
豆腐・煮込みハンバーグ・
大根、天カマの煮物・ほう
れん草のなめ茸和え

ご飯・味噌汁・豚カツ・か
ぼちゃ煮・白菜のお浸し

ご飯･味噌汁･玉子焼き・
煮豆・かぼちゃ煮・トマト・
胡瓜、カニカマ、クラゲの
和え物・赤魚焼

5 6 7 8 9 10 11

朝

ご飯･味噌汁・牛乳・鮭焼
魚天カマ煮・とろろ芋・ほ
うれん草のお浸し・茄子
の炒め物・だし巻き玉子

ご飯･味噌汁･牛乳・ホッ
ケ焼魚・大根と鶏肉の煮
物・紫蘇ひじき・煮豆・玉
子とウィンナーの炒め物

ご飯･味噌汁・牛乳・鶏つ
くね・玉子焼き・天カマの
煮物・ほうれん草のツナ
和え・バナナ

ご飯･味噌汁･牛乳･赤魚
味噌煮・豆腐、玉子焼き・
茄子焼・紫蘇味噌・ソー
セージ、ピーマン炒め

ご飯･味噌汁・ニラの玉子
とじ・鯖焼魚・ベーコンとき
のこのバター炒め・煮豆

ご飯･味噌汁・牛乳・チー
ズ入りスクランブエッグ・
鶏肉の竜田焼・ほうれん
草の胡麻和え・煮豆・とろ
ろ芋

トースト・味噌汁・スクラン
ブエッグ・豚肉の照焼き・
かぼちゃ煮

昼
ご飯･味噌汁･餃子・芋と
ささぎの味噌煮・カニカ
マ・伊達巻

稲荷寿司・うどん・ホイ
コーロー

炒飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・かぼちゃ団子

おにぎり・スパゲテｲ・オム
レツ･ハムポテト･みかん

親子丼・大根とキャベツ
の味噌汁・かぼちゃ煮・玉
葱としめじの煮物

ご飯･味噌汁・豆腐ハン
バーグ・蕗と天ぷらの煮
物・カニカマと豆

そば・稲荷寿司・キャベツ
と天カマの煮物・煮豆・ト
マト

夕
キーマカレー・玉子スー
プ・ポテトサラダ・フルーツ
ポンチ

エビ丼・味噌汁・小松菜と
天カマの煮物・きのこ中
華炒め

ご飯･味噌汁･カレイの煮
漬け・アスパラ・温野菜と
コロッケ・ほうれん草の
ベーコンサラダ

ご飯･味噌汁･カスベの煮
漬け・芋、野菜の煮物・漬
物・煮豆

ご飯・豚汁・さんま焼魚・
心玉葱のサラダ

ご飯・石狩汁・焼肉・ほう
れん草とベーコンの炒め
物・鮭入りポテトサラダ

ご飯･味噌汁・鯖焼魚・ハ
ムポテト・ほうれん草のお
浸し・白菜と豚肉のぽん
酢かけ・えのき、ちくわ、
白滝の煮物・トマト

12 13 14 15 16 17 18

朝

ご飯･味噌汁・牛乳・目玉
焼き・紫蘇味噌・胡瓜の
漬物・カニカマ・鮭焼魚・
ハム焼

ご飯･味噌汁･牛乳・ニラ
の玉子とじ・鯖の焼魚・メ
ンチカツ・ウィンナー

ご飯･味噌汁・玉子焼き・
麻婆春雨・かぼちゃ煮

ご飯･味噌汁･牛乳･鮭焼
魚・紫蘇味噌・茄子、ピー
マン焼・ウィンナー・玉子
焼き・イチゴ

ご飯･味噌汁・牛乳・和風
スクランブエッグ・八宝
菜・カニカマ・煮豆・トマト

ご飯･味噌汁・牛乳･鮭焼
魚ニラの玉子とじ・豚肉
の生姜焼・佃煮

ご飯･味噌汁･牛乳･目玉
焼き･煮豆･ソーセージ･紫
蘇味噌･レタス、カニカマ、
胡瓜のサラダ・いちご

昼
中華丼・スープ・ポテト・ほ
うれん草、ベーコンサラ
ダ・キウイ、みかん

炒飯・オムレツ・玉葱と玉
子のスープ・トマト・ハム

カレーライス・スパゲテイ
サラダ・きのこの煮物・コ
ンソメスープ・桃フルー
チェ

塩ラーメン・稲荷寿司・天
カマ、大根の煮物・ほうれ
ん草のお浸し・漬物

オムライス・玉子スープ・
かぼちゃの煮物・水菜の
サラダ・イチゴ

冷麦・おにぎり・フキと揚
げ豆腐の煮物・ウィン
ナーと入り玉子の炒め
物・煮豆

おはぎ・豚汁・アメリカン
ドッグ・キウイ、みかん、
いちご

夕
ご飯・味噌汁・煮込みハン
バーグ・かぼちゃの煮物・
大根と天ぷらの煮物

ご飯･味噌汁・メバルのみ
りん漬け焼・ホイコー
ロー・ラーメンサラダ

散らし寿司・水団汁・ほう
れん草サラダ・アスパラ・
豆腐あんかけ

エビ丼・味噌汁・さつま芋
甘煮・新玉葱マリネ・はん
ぺんのハムフライ

うどん・肉じゃが・煮豆・漬
物

ご飯・味噌汁・オニオンコ
ロッケ・しらすの大根和
え・漬物・紫蘇味噌・玉子
焼き･ほうれん草の胡麻
和え・いちご

ご飯･味噌汁・刺身（マグ
ロ、サーモン、エビ、マツ
カワ)・肉じゃが・フルー
チェ

19 20 21 22 23 24 25

朝
ご飯･味噌汁・ミートパス
タ・かぼちゃ煮・ウィン
ナー・鯖焼魚

ご飯・味噌汁・牛乳・紅鮭
焼魚・もやしサラダ・玉子
とほうれん草の炒め物・
芋と天カマの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ焼魚・目玉焼き・八宝
菜・カニカマ

ご飯･味噌汁・牛乳・長ね
ぎ入り玉子焼き・キャベ
ツ、天カマ、椎茸の煮物・
紫蘇味噌・納豆・えびシュ
ウマイ

ご飯・味噌汁・牛乳･鮭・
伊達巻・茄子とピーマン
炒め・紫蘇巻き

ご飯・味噌汁・玉子味噌・
ミートボールの甘酢炒め・
カレーコロッケ

ご飯・味噌汁・牛乳・鶏肉
の竜田焼・さつま芋の甘
煮・天カマとピーマンの煮
物・和風スクランブルエッ
グ

昼
うどん・稲荷寿司・白菜と
豚肉のﾊｻﾐ蒸し・大根と
天カマの煮物

野菜天丼・味噌汁・ほうれ
ん草のお浸し・大根おろ
し・椎茸炒め・漬物・トマト

ちらし寿司･豚汁･ほうれ
ん草サラダ・アスパラ酢
味噌和え・胡瓜、みかん
の酢の物

炒飯・水餃子スープ・お好
み焼き・煮豆・フルーツポ
ンチ

中華丼・スープ・さつま芋
とささぎの豆煮・かぼちゃ
のそぼろあんかけ・はっさ
く、みかん

オムライス・そうめん汁・
かぼちゃの煮物・キャベ
ツ・鶏の照焼き

手打ちうどん・おにぎり・
漬物・昆布、天カマ、きの
この煮物・フルーツポンチ

夕
ご飯･味噌汁・ポテトコロッ
ケ・蒸しキャベツ・トマト・
ホワイトアスパラハム

ご飯・味噌汁･煮込みハン
バーグ・麻婆豆腐･かぼ
ちゃ煮・ほうれん草の胡
麻和え

ご飯･味噌汁･豚肉,長ネ
ギ、きのこの炒め物・くら
げとハムの和え物・ポテト
サラダ・漬物・鮭焼魚・み
かん

キーマカレー・さつま芋、
天カマ煮・ピーマン、ベー
コン炒め・八朔、みかん、
バナナ

ご飯・味噌汁・エビフライ・
ゴボウの胡麻マヨ和え・
肉じゃが・羊羹

ご飯・味噌汁・餃子・心玉
葱サラダ・いんげんの胡
麻和え・厚揚げの生姜あ
ん

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・鯖焼魚・ほうれん
草のお浸し・煮豆・カニカ
マ・しば漬け

26 27 28 29 30

朝

ご飯・味噌汁・牛乳・かぼ
ちゃの煮物・スクランブル
ｴｯｸﾞ・ホッケ焼魚・紫蘇味
噌・玉子豆腐

ご飯・味噌汁・紅鮭焼魚・
春巻き・玉子焼き・ポテト
サラダ・シュウマイ・みか
ん

ご飯・味噌汁・ニラの玉子
とじ・鯖の塩焼・蟹シュウ
マイ・麻婆茄子

松茸ご飯・味噌汁・肉じゃ
がオムレツ・昆布と厚揚
げの煮物

ご飯・味噌汁・牛乳・サン
マ・玉子焼き・トマト・紫蘇
味噌・コロッケ・ほうれん
草のお浸し

昼
小松菜の混ぜご飯・豚
汁・メンチカツ・胡瓜の漬
物・煮豆

ちらし寿司・そうめん汁・
ハムポテト・ほうれん草の
胡麻和え・みかん

カレーライス・ハンバー
グ･ゆで玉子・胡瓜、トマト

そば・稲荷寿司・かぼちゃ
の煮物・ニラの玉子とじ・
フルーツポンチ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・温野菜・かぼちゃ煮・
フルーツポンチ

夕
ご飯・三平汁・メバル焼
魚・ほうれん草・オムレ
ツ・温野菜ポテト

ご飯・味噌汁・ふきと天カ
マ煮・タラフライ・野菜中
華炒め

ご飯・味噌汁・タラのムニ
エル・グラタン・大学芋

ご飯･味噌汁･ホッケ焼
魚･ほうれん草の胡麻和
え・白菜のお浸し・大根、
天カマの煮漬け

手打ちうどん・かき揚げ・
芋と天カマの煮物・おにぎ
り

グループホームアウル 4月　献立表
アウルⅡ


