
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・アスパラ入
りスクランブルエッグ・大
根の煮物・胡瓜の漬物

ご飯・味噌汁・茄子とベー
コンのケチャップ炒め・竹
の子と天カマの煮物・トマ
トと胡瓜のサラダ

昼
ご飯・玉子スープ・ハン
バーグ・スパゲッテイサラ
ダ・茄子と人参の煮物

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
漬物・鯖焼き魚・みかん

夕
ご飯・味噌汁・ほうれん草
のなめ茸和え・天カマの
煮物・グラタン

ごはん・キムチ鍋・レタス
サラダ・フルーチェ

3 4 5 6 7 8 9

朝
ご飯・味噌汁里芋煮・漬
物・シーチキンサラダ

ご飯・味噌汁・ハム入りス
クランブルエッグ・蕗、天
カマの煮物・鮭焼き魚・グ
リーンサラダ

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・細竹とふきの煮
物・カニカマ・サンマの蒲
焼・肉団子・ツナとトマト
のサラダ

ご飯・味噌汁・ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ・
紫蘇味噌・南瓜煮・玉ね
ぎと胡瓜のサラダ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
スパゲッテイサラダ・煮
豆・たくあん・磯のり

ご飯・味噌汁・胡瓜のサラ
ダ・南瓜煮・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・アスパラ、胡瓜のサラ
ダ・ウィンナー入りスクラ
ンブルエッグ

昼
ご飯・讃岐うどん・キャベ
ツの炒め物

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・人参とささぎのバ
ター炒め・キャベツのサラ
ダ・胡瓜の酢の物

混ぜご飯・味噌汁・コロッ
ケ・里芋、ちくわの煮物・
ベジタブルサラダ・りんご

ご飯・肉野菜炒め・ほうれ
ん草の胡麻和え・大根と
蕗と竹の子の煮物・葱と
玉子スープ

ご飯・味噌汁・麻婆茄子・
ピーマン、玉ねぎ、ウィン
ナーのケチャップ煮

親子丼・味噌汁・ほうれん
草のなめ茸和え

味噌ラーメン・マカロニサ
ラダ・かつおとわかめの
おにぎり・桃

夕
すき焼き・もずく・アスパラ
サラダ

親子丼・スープ・大根と天
カマの煮物・フルーチェ

カレーライス・玉子スー
プ・りんご

ご飯・味噌汁・ちゃんちゃ
ん焼き・たくあん

中華丼・味噌汁・レタスサ
ラダ・煮物

ご飯・味噌汁・鯖の塩焼
き・玉子巾着・ポパイサラ
ダ・もやし、梅肉和え

ご飯・味噌汁・餃子・煮
物・わかめのサラダ
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朝
ご飯・味噌汁・アスパラと
ベーコン炒め・トマトとツ
ナサラダ・筑前煮

ご飯・味噌汁・レタス、カ
ニカマ、胡瓜のサラダ・蕗
と大根の煮物・入り玉子
とアスパラ

ご飯・味噌汁・大根、人
参、天カマの煮物・鮭焼き
魚・煮豆・レタス、トマト、
ベーコンサラダ

ご飯・味噌汁・南瓜煮・
ホッケ焼き魚・胡瓜のサラ
ダ・漬物

おじや・味噌汁・小松菜の
炒め・胡瓜と人参、アスパ
ラサラダ

ご飯・味噌汁・グリーンサ
ラダ・ホッケ焼き魚・キャ
ベツ、シュウマイ煮・ハム
入り玉子炒め・みかん

ご飯・味噌汁・煮物・ミート
ボール・マヨ玉・天カマと
白菜の炒め物

昼

味噌カツ・ほうれん草とき
のこのバター炒め・大根
煮物・白菜のコンソメスー
プ

ハヤシライス・サラダ・み
かんと桃のヨーグルト和
え

ご飯・納豆汁・ほうれん草
のなめ茸和え・ポテトサラ
ダ・肉煮

肉うどん・ニラと玉子の
スープ・大根のそぼろあ
んかけ・トマトと胡瓜のサ
ラダ・八朔

鶏天丼・水菜と玉子の
スープマカロニサラダ・ほ
うれん草の胡麻和え・筑
前煮

豚丼・味噌汁・ほうれん草
のお浸し・里芋と天カマ
煮・フルーチェ

ご飯・味噌汁・牛カルビ・
大根煮・ハムサラダ

夕
ご飯・醤油鍋・たくあん・
八朔

親子丼・味噌汁・ほうれん
草の胡麻和え・ポテトサラ
ダ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ラーメンサラダ

かつ丼・味噌汁・胡瓜、レ
タスサラダ・たくあん・茄
子のあんかけ

ご飯・味噌汁・鯖の塩焼
き・胡瓜と長芋の梅肉和
え・じゃが芋と天カマ煮・
八朔

中華丼・スープ・大根と蕗
の煮物・いちご、みかん、
バナナ

カレーライス・玉子スー
プ・水菜のサラダ・玉子豆
腐・いちご
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朝

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
納豆・レタスサラダ・ほう
れん草、ベーコンの炒め
物

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・鯖の味噌煮・カ
ニカマ・里芋の煮物・トマ
トとアスパラサラダ・みか
ん、いちご

ご飯・味噌汁・玉子豆腐・
大根サラダ・玉ねぎ炒め

ご飯・味噌汁・焼き鮭、も
やしの梅肉あんかけ・チ
キン、水菜サラダ・ベーコ
ン、ほうれん草のソテー・
スクランブルエッグ

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
たらこ・ハムサラダ

ご飯・味噌汁・水菜のサラ
ダ・大根と天カマの煮物・
ミートボール・鯖の塩焼
き・赤ウィンナー・メロン

ご飯・味噌汁・おふくろ煮・
胡瓜とシーチキンサラダ・
ホッケ焼き魚

昼
ご飯・シチュー・アスパラ
サラダ・みかん、桃

ご飯・味噌汁・豚肉の角
煮・煮玉子・ポテトサラダ・
蕗煮・胡瓜の漬物

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・玉ねぎ・たくあん

肉うどん・おにぎり・たくあ
ん・南瓜サラダ・フルーツ
ゼリー和え

カレーライス・ニラと玉子
スープ・もやしと水菜のサ
ラダ・ほうれん草のソテー

ご飯・玉ねぎと玉子の
スープ白菜の煮物・マカ
ロニサラダ・梨

ご飯・味噌汁・もやし炒
め・ほうれん草のなめ茸
和え・大根サラダ・いち
ご、桃

夕

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほうれん草のなめ茸和
え・大根、人参、椎茸の煮
物

ご飯・味噌汁・鯖の塩焼
き・葱の酢味噌和え・鶏
肉、玉ねぎの塩だれ炒
め・オレンジ

牛丼・味噌汁・ほうれん草
のお浸し・大根のひき肉
あんかけ

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・大根と天カマの
煮物・白菜のお浸し・

ご飯・味噌汁・焼きそば・
長芋と胡瓜のサラダ・バ
ナナ

カレーライス・味噌汁・も
ずく酢・パイン

ご飯・味噌汁・から揚げ・
ほうれん草のソテー・大
根、竹の子煮・たくあん
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朝

ご飯・味噌汁・サンマの塩
焼き・スクランブルエッグ・
蕗、里芋煮・レタスサラ
ダ・黒豆

ご飯・味噌汁・大根のそ
ぼろあんかけ・水菜のサ
ラダ・葱入り納豆・八朔

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
里芋煮・ほうれん草のな
め茸和え

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
カニカマ・鯖の味噌煮・大
根と人参、椎茸の煮物・
水菜とトマトのサラダ

ご飯・味噌汁・牛肉のしぐ
れ煮・茄子、ソーセージ炒
め・レタスサラダ

ご飯・味噌汁・鶏肉、アス
パラの醤油マヨ炒め・南
瓜の煮物・レタス・トマトの
サラダ

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・なめ茸とベーコ
ン炒め・サラダ・煮物

昼
ご飯・三つ葉ときのこの
スープ・ポテトサラダ・ハ
ンバーグ・みかん

ご飯・味噌汁・焼きうど
ん・レンコン、鶏肉の煮
物・大根となめ茸和え

カレーライス・コンソメスー
プ・ほうれん草のベーコン
炒め・みかん、桃

ミートスパゲッテイ・青梗
菜と玉子のスープ・ポテト
サラダ・竹の子と天カマの
煮物・りんご

ご飯・味噌汁・ジンギスカ
ン・胡瓜の中華くらげ和
え・たくあん・竹の子のツ
ナ煮

シチュー・ピラフ・長芋と
胡瓜の梅肉和え・天カマ・
里芋煮八朔

親子丼・餃子スープ・ほう
れん草とささぎの胡麻和
え・たくあん

夕
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
茄子、天カマの炒め物・
ラーメンサラダ

かつ丼・味噌汁・水菜の
サラダ・天カマと蕗煮・漬
物

ご飯・味噌汁・ちゃんちゃ
ん焼き・胡瓜の漬物・蕗と
竹の子の煮物・長芋の酢
の物

ご飯・味噌汁・天ぷら・も
やしのなめ茸和え・里芋
とがんもの煮物

塩ラーメン・おかかおにぎ
り・ベーコンとほうれん草
の炒め物・春巻き・八朔

ご飯・味噌汁・ところてん・
冷やし中華・桃・みかん

マグロ、サーモン漬け丼・
味噌汁・煮豆・大根、人
参、天カマ煮・肉団子・白
菜、舞茸炒め

グループホームアウル 4月　献立表
アウルⅠ


