
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

朝
ご飯・味噌汁・大根と鶏肉
の煮物・煮卵・漬物・コー
ルスローサラダ

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・コロッケ・シュウマイ・
目玉焼き

ご飯・味噌汁・宗八焼き
魚・ジャーマンポテト・もや
しの油揚げの炒め物・
ソーセージとピーマンの
卵とじ

ご飯・味噌汁・ミニステー
キ・目玉焼き・大根の煮
物・ほうれん草のお浸し

ご飯・味噌汁・豚ニラ炒
め・コロッケ・ホッケ焼き
魚・くらげ中華サラダ

昼

ご飯・すまし汁・煮込み肉
団子・肉とピーマンのニン
ニク炒め・ほうれん草のな
め茸和え

ご飯・ポタージュ・お好み
焼・漬物・フルーツ

パン盛り合わせ・野菜サ
ラダ・ポタージュ・フルー
チェ

おはぎ・豚汁・フルー
チェ・ポパイサラダ

ほっともっと弁当

夕
カレーライス・エビフライ・
煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・肉じゃが・
入り豆腐・漬物

チラシ寿司・味噌汁・シー
フードグラタン・唐揚げ

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・麻婆豆腐・漬物

かき揚げ丼・味噌汁・ポテ
トのバター醤油炒め

6 7 8 9 10 11 12

朝
ご飯・味噌汁・赤魚焼き
魚・エビシュウマイ・煮豆・
豚肉ともやしの炒め物

ご飯・味噌汁・南瓜煮・筑
前煮・煮豆・ポテトサラダ

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
ホッケ焼き魚・青椒肉絲・
梅干し

ご飯・スープ・チキンソ
テー・ほうれん草のサラ
ダ・煮卵・南瓜の煮物

ご飯・味噌汁・つぼだい焼
き魚・大根と天カマの煮
物・ミニアメリカンドッグ・
ハムエッグ

ご飯・味噌汁・大根とがん
もの煮物・南瓜煮・磯部
チーズ・キャベツ炒め

ご飯・味噌汁・ミニハン
バーグ・ひじき煮・鯖焼き
魚・目玉焼き

昼
カレーライス・漬物・フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・チキンカ
ツ・ほうれん草のなめ茸
和え・大学芋・フルーチェ

チラシ寿司・エビフライ・
南瓜のいとこ煮・漬物・
ヨーグルト

ご飯・味噌汁・青椒肉絲・
ほうれん草の白和え・卵
炒め・漬物

パン盛り合わせ・小松菜
と肉の炒め物・カットポテ
ト揚げ・フルーチェ

玉子丼・味噌汁・フルーツ
和え

おむすび・スープ・お好み
焼・漬物・フルーチェ

夕
うなぎ・味噌汁・揚げじゃ
が

ご飯・味噌汁・白身フラ
イ・麻婆豆腐・豚ニラあん
かけ

三色丼・味噌汁・野菜炒
め・ゼリー和え

エビ丼・味噌汁・玉子豆
腐・煮豆

カレーライス・フルーツポ
ンチ・ポテト

ご飯・味噌汁・餃子・ニラ
の玉子とじ・マカロニサラ
ダ

カルボナーラ・スープ・カ
ニカマカルパッチョサラ
ダ・セロリの漬物

13 14 15 16 17 18 19

朝
ご飯・味噌汁・大根の煮
物・セロリの佃煮・ワカメ
の酢味噌和え・スパサラ

ご飯・味噌汁・鶏つくね・
天カマともやしの炒め物・
ペンネミートグラタン・玉
子焼き

ご飯・味噌汁・目玉焼き・
切り干し大根・小松菜と揚
げ炒め・ジャーマンポテト

ご飯・味噌汁・鯖焼き魚・
南瓜煮・ソーセージ炒め・
きのこづくし・たらこ

ご飯・味噌汁・三つ葉のツ
ナ和え・人参チャンプル・
焼きそば・たくあん

ご飯・味噌汁・ヒラメムニ
エル・豚肉生姜焼き・切り
干し大根・海老カツ

ご飯・味噌汁・オムレツ・
南瓜団子・ほうれん草和
え物

昼
カレーうどん・大学芋・漬
物・フルーツ

ご飯・シチュー・大根サラ
ダ・天カマとニラの玉子と
じ

ご飯・すまし汁・コロッケ・
ポテトサラダ・漬物

ご飯・すまし汁・スパゲッ
ティ・スクランブルエッグ・
ほうれん草のなめ茸和
え・漬物

パン盛り合わせ・わかめ
スープ・スパニッシュオム
レツ

ご飯・カレーうどん・青椒
肉絲・フル－ツ

ご飯・ポタージュ・お好み
焼・ヨーグルト・漬物

夕
鯖チラシ・お吸い物・枝豆
の浅漬け・チャプチェ

ご飯・味噌汁・ニラの卵と
じ・コロッケ・ほうれん草ツ
ナサラダ

牛丼・フルーツポンチ
そぼろ丼・味噌汁・フルー
チェ・なめたけおろし

ご飯・クリームシチュー・
キャベツ、天カマ炒め・フ
ルーチェ

焼きそば・おにぎり・白和
え・トマト甘漬け

エビ丼・味噌汁・蒸しキャ
ベツ・唐揚げ

20 21 22 23 24 25 26

朝

ご飯・味噌汁・ホッケ焼き
魚・チーズ入りスクランブ
ルエッグ・ハムのケチャッ
プ炒め・がんもの煮物

ご飯・味噌汁・ホッケほぐ
し身ポン酢和え・煮卵・ほ
うれん草のお浸し

ご飯・味噌汁・ひじき煮・
鯖焼き魚・ハム巻きサラ
ダ・手羽、大根煮

ご飯・味噌汁・牛肉、じゃ
がコロッケ・とり天卵とじ・
たらこ

ご飯・わかめスープ・ミー
トソースとベーコンのガ
レット・カルパッチョ

ご飯・味噌汁・お好み焼
風玉子焼き・天カマと芋
の味噌煮・舌平目のフラ
イ・ウィンナー

ご飯・味噌汁・肉味噌炒
め・おふくろ煮・目玉焼き・
ソーセージ

昼

ご飯・味噌汁・じゃが芋ハ
ムのコロッケ・チャプチェ・
胡瓜ともやしのナムル・大
根と天ぷらの煮物・みか
んフルーチェ

カレーライス・漬物・ニラ
玉・フルーチェ

かき揚げ丼・味噌汁・豚
肉と茄子、ピーマンの味
噌炒め・漬物

ご飯・スープ・スパゲッ
ティ・里芋、人参、レンコン
炒め煮・オクラのﾄﾋﾞｯｺ和
え

パン盛り合わせ・コーン
スープ・トマトと玉子炒め・
フルーチェ

ご飯・スープ・鯖の塩焼
き・さつま芋の煮物・玉葱
とほうれん草のなめ茸和
え

ラーメン・おむすび・ほう
れん草のなめ茸和え・野
菜サラダ・ヨーグルト

夕
豚丼・キノコ汁・フル－ツ
和え

ご飯・味噌汁・エビフライ・
ザンギ・茄子肉はさみ揚
げ・ポテトサラダ

牛丼・味噌汁・とり天揚
げ・トマト

三色丼・味噌汁・漬物・フ
ルーチェ

鮭チラシ・お吸い物・きん
ぴらごぼう・白菜オイス
ターソース炒め

ご飯・味噌汁・ハンバー
グ・ほうれん草のバター
炒め・ホワイトアスパラ

ご飯・ナポリタン・そば・バ
ナナ・いちご

27 28 29 30 31

朝
ご飯・味噌汁・たらこ・紅
鮭・ふき、細竹、白滝煮・
ホワイトアスパラ

ご飯・味噌汁・シーフード
グラタン・胡麻南瓜・紅鮭
焼き魚・玉子焼き

ご飯・味噌汁・和風野菜
の煮物・お浸し・千枚漬
け・茶碗蒸し

ご飯・味噌汁・サケ焼き
魚・ほうれん草の玉子和
え・ミニハンバーグ・煮豆

ご飯・味噌汁・宗八焼き
魚・海老カツ・南瓜団子・
ウィンナー

昼
カレーライス・フルーチェ・
漬物

チャーシュー丼・春巻きサ
ラダ・きんぴらごぼう・フ
ルーチェ

かき揚げうどん・おむす
び・オクラのとびっこ和え・
フルーツ

稲荷寿司・豚肉と茄子の
ピーマン炒め・チヂミ・ブ
ロッコリー・サラダ

パン盛り合わせ・コーン
スープ・ベーコン入りスク
ランブルエッグ・ヨーグル
ト

夕
海鮮丼・お吸い物・豆腐
のキノコあんかけ・たくあ
ん・いちご

中華丼・味噌汁・焼ナス・
煮豆

うなぎ2色丼・餃子・味噌
汁

天丼・味噌汁・大根の煮
物

タコライス風キーマカ
レー・オニオンスープ・
ヨーグルト和え

グループホームアウル 　３月　献立表
アウルⅡ


