
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝
ご飯・野菜スープ・さつま
芋のｻﾗﾀﾞ・長いもの豚肉
煮・カスべの煮付け

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚里芋の煮物・ポテトサ
ラダ・目玉焼き・たくあん

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
茄子、ピーマンオイスター
炒め・シュウマイ・ウィン
ナー・ニラ玉子とじ・切り
干し大根

昼
チラシ寿司・すり身のお吸
い物・茶碗蒸し・煮豆・漬
物

ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・ﾎﾟﾃﾄとベーコンの
チーズ焼き・南瓜の煮物

ひな祭り生チラシ・ソーメ
ン汁・南瓜団子

夕
ご飯・味噌汁・南瓜の煮
物・たくあん・白桃

ご飯・味噌汁・宗八焼き
魚・大根、里芋煮・ポテト
サラダ・玉子焼き・南瓜・
みかん

ご飯・鮭卵とじ・ほうれん
草のなめ茸和え・南瓜の
煮付け
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朝
ご飯・味噌汁・ひじき・豆
腐と挽肉のあんかけ・鯖
のケチャップ煮

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・ひじき煮・シュウマイ・
ウィンナー・漬物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
切り干し大根のｻﾗﾀﾞ・蕗
の煮物・ほうれん草とウィ
ンナーのソテー

ご飯・すり身汁・紅鮭焼き
魚・中華くらげ・天カマ、タ
ケノコの厚揚げ煮・シュウ
マイウィンナー

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・煮豆・スクランブル
エッグ・煮物

ご飯・クリームスープ・肉
じゃが・鮭焼・はんぺん入
り玉子焼き・フルーチェ

鶏釜飯・鯖焼き魚・白菜
の卵とじ・煮豆・白桃

昼
ご飯・味噌汁・野菜の肉
巻き・ツナサラダ・豆腐と
ニラの卵とじ・漬け物

海鮮丼・ソーメン汁・玉葱
ｻﾗﾀﾞ・おしるこ

ご飯・鮭スープ・おろし和
風ハンバーグ・南瓜のｻﾗ
ﾀﾞ・たくあん・バナナ、みか
ん

ご飯・春雨スープ・肉団子
のスープ煮・野菜炒め・ニ
ラと豆腐の卵とじ・漬物

和風パスタ・おにぎり・玉
子スープ・豚肉の野菜巻
き・さつま芋のｻﾗﾀﾞ・ほう
れん草の胡麻和え

野菜塩ラーメン・おにぎ
り・ニラと舞茸の卵とじ・イ
ンゲンの白和え・みかん

親子丼・味噌汁・ほうれん
草とオホーツクのトビッコ
和え・春雨サラダ

夕
ご飯・味噌汁・おでん・鯖
焼き・ハムと玉葱の中華
和え

ご飯・味噌汁・鮭のホイル
蒸切り干し大根の煮物・
煮豆・たくあん

天丼（えび、さつま芋、か
き揚げ、茄子、ピーマン)・
豚汁煮豆

ご飯・味噌汁・マカロニサ
ラダ・もやし、ニラ、コーン
の炒め物・挽肉とじゃが
芋のあんかけ炒め・煮豆

ご飯・味噌汁・ミートボー
ル・里芋とインゲン煮・漬
物

ご飯・味噌汁・豚肉の生
姜焼き・大根の煮物・ほう
れん草の胡麻和え

カレーライス・里芋の煮
物・ポテトサラダ
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朝

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・ウィンナー、ソーセー
ジ炒め・シュウマイ・筑前
煮・目玉焼き

ワカメご飯・野菜スープ・
ポテトサラダ・ほっけ焼き
魚・ブロコッリーのトビッコ
和え・昆布巻き

ご飯・味噌汁・ウィン
ナー・ポテトサラダ・ほっ
け焼き魚ブロッコリート
ビッコ和え・昆布巻き

ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・切り干し大根の煮物・
ポテトサラダ・煮豆

ご飯・味噌汁・牛乳・蕗、
タケノコ鯖煮・ニラの卵と
じ・ｻﾗﾀﾞだし巻き卵

ご飯・野菜スープ・目玉焼
きとブロッコリー・鶏の照
り焼きほうれん草の胡麻
和え・漬物

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・マカロニサラダ・大根
の煮物・煮豆

昼
海鮮丼・中華スープ・さつ
ま芋のｻﾗﾀﾞ・漬物・フルー
ツ

ご飯・味噌汁・チキンナ
ゲット・ほうれん草なめ茸
和え・山芋の煮物・漬物

かき揚げうどん・お稲荷さ
ん・ピーマンと茄子の紫
蘇味噌和え・シュウマイ

あんかけ焼きそば・ビーフ
シチュー・ほうれん草胡麻
和え・ゼリー桃缶

カレーライス・マイタケ
スープマカロニｻﾗﾀﾞ・ほう
れん草シーチキンポン酢
和え・フルーチェ黄桃和え

ご飯・味噌汁・天ぷら・里
芋の煮物・みかんぜりー

お寿司・そうめん汁・オー
ドブル・おしるこ

夕

ご飯・味噌汁・タラの酢豚
風ほうれん草の胡麻和
え・茄子のオイスター炒
め・漬物

親子丼・味噌汁・茄子、挽
肉の味噌炒め・ｻﾗﾀﾞ

三食丼・味噌汁・茄子と
ピーマンの炒め物・黄桃

チラシ寿司・味噌汁・肉
じゃが・もやしのお好み
焼・南瓜団子・胡瓜の酢
の物

ご飯・味噌汁・肉団子の
酢あんかけ・南瓜煮・大
根の牛肉炒め・

肉豆腐丼・チャウダー・
キャベツともやしの梅肉
和え・たくあん

鶏釜飯・そば・揚げ豆腐と
小松菜の煮物・南瓜の煮
物ごはん
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朝

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚卵・キャベツ、ソーセー
ジ炒め・ウィンナー・イチ
ゴ

ご飯・スープ・つみれと大
根煮・レタスシーチキンサ
ラダ・南瓜コロッケ・漬物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
南瓜の煮物・煮豆・ほうれ
ん草とレタスの和え物

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
丸ハム・ひじき煮・昆布巻
き・里芋、天カマ煮

ご飯・味噌汁・蕗の煮物
ミートボール・漬物・ウィン
ナー・目玉焼き

ご飯・味噌汁・ほっけ焼き
魚・大根の煮物・いんげ
んの胡麻和え・たくあん・
煮豆

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
鮭茄子とピーマンの炒め
物・ポテトサラダ

昼
醤油ラーメン・おにぎり・
たくあん・いとこ煮・桃ゼ
リー和え

三食丼・味噌汁・里芋、天
カマの煮物・たくあん・ブ
ルーベリーフルーチェ

ご飯・味噌汁・ポテトサラ
ダ・タラの炒め物・インゲ
ンと挽肉炒め・豚肉のポ
ン酢和え

ミートスパゲッティ・おにぎ
り・レタススープ・大根と
鶏ひき肉のあんかけ・野
菜サラダ・ほうれん草の
なめ茸和え

塩サバ丼・味噌汁・ポテト
サラダ・マイタケと人参、
豆腐の卵とじ

えびのかき揚げうどん・お
稲荷さん・マカロニサラ
ダ・ほうれん草のシーチ
キン和え・みかん

トマト風味スパゲッティ・
唐揚げ・ポテトサラダ・ほ
うれん草のなめ茸和え・
おにぎり

夕
ご飯・クリームシチュー・
カスペの煮付け・ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・すき焼き・
黒豆・大根の酒かす漬
け・インゲンの胡麻和え

ご飯・うなぎ・味噌汁・煮
豆・天津湯豆腐・バナナ

ご飯・味噌汁・長いもと天
カマ煮物・茄子と麻婆は
るさめ海老フライとブロッ
コリー

ご飯・味噌汁・タラ鍋・長
いもの梅肉和え・胡瓜の
漬物

おはぎ・豚汁・里いも揚
げ・たらホイル焼き・トビッ
コ胡瓜和え

ご飯・味噌汁・肉豆腐の
あんかけ・さつま芋のホ
ワイトソースかけ・
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朝

ご飯・味噌汁・スクランブ
ルエッグ・ハム、スパム・
ポテトサラダ・里芋のあん
かけ

ご飯・えのきスープ・鮭焼
き魚・大根と豚肉炒め・ゆ
でたまごのｻﾗﾀﾞ・餃子の
あんかけ

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
ハム・スクランブルエッ
グ・ポテトサラダ・豆

はらこ飯・味噌汁・大根と
里芋のあんかけ・胡瓜の
ぬか漬け・ほうれん草の
和え物

ご飯・味噌汁・鮭焼き魚・
使物・茄子とピーマン炒
め・ハムのケチャップ炒
め・みかん缶

ご飯・味噌汁・マカロニ
チーズ・スクランブルエッ
グ・ウィンナー・ハンバー
グ・煮豆

ご飯・味噌汁・紅鮭焼き
魚・ウィンナ-・茄子、ピー
マンオイスター炒め・ニラ
の卵とじ・目玉焼き

昼
ご飯・味噌汁・生姜焼き・
大根の煮付け・胡瓜のｻﾗ
ﾀﾞ

焼うどん・お稲荷さん・エ
ビとネギ玉子和え・バナ
ナ、みかん

ご飯・スープ・タラのあん
かけ・茄子の肉巻き・ほう
れん草のなめ茸和え

ご飯・スープ・唐揚げ・茄
子の挽肉炒め・野菜の塩
昆布炒め・冷奴・ｻﾗﾀﾞ

ご飯・味噌汁・さんまの塩
焼き・マカロニサラダ・長
いもと天カマの煮物・みか
ん

親子丼・味噌汁・大根の
煮物・焼き茄子・桃

カレーライス・白菜のお浸
し・小籠包のスープ・みか
ん缶

夕
ご飯・味噌汁・肉じゃが・
ほっけ焼き魚・茄子の味
噌煮

ご飯・味噌汁・野菜と挽肉
炒め・ほうれん草のお浸
し・さつま芋のあんかけ・
煮物

ご飯・味噌汁・おでん・肉
団子の甘酢かけ・漬物

うな丼・野菜の入り豆腐・
マグロとエビの刺身・お吸
い物

ご飯・煮豆・シチュー・里
芋のあんかけ・ヒラメの煮
付け

海鮮丼・味噌汁・茶碗蒸
し・トマト

牛丼・味噌汁・茶碗蒸し・
たくあん

グループホームアウル 　３月　献立表
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