
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日中間考査 5日中間考査 6日中間考査 7日
朝食 コーンフレーク・牛乳 ごはん ツイストパン わかめごはん チョコクリスピー・牛乳 ごはん 調理パン等(セレクト)

プチウインナードッグ 厚揚げといんげんの味噌汁 ポトフ風スープ 麩とねぎの味噌汁 野菜のスパゲティサラダ 麩とわかめの味噌汁

野菜とベーコンのソテー 肉団子 カップグラタン 焼き鮭 レモンバジルチキン 若鶏のごま照り焼き

パンプキンスープ 小松菜とささみのおひたし ゆでブロッコリー＆ミニトマト もやしの中華サラダ おかわりバナナ れんこんとちくわのきんぴら

温泉卵 牛乳 野菜ジュースミニ ヨーグルト

昼食 ごはん カルボナーラ・ ごはん ナン ごはん ごはん お弁当

わかめと大根・葱のスープ 鶏肉と野菜のバジルグリル 肉豆腐 キーマカレー 生ゆばのお吸い物 豆腐と葱の味噌汁

回鍋肉 グリーンサラダ いかフリッター たまごサラダ 豚肉のにんにくみそ焼き とんかつ(選べるソース)

白玉ぎょうざ りんご 水菜の韓国風サラダ グリーンサラダ グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ

オレンジ グレープジュース コーヒー牛乳 クリームプリン ナタデココ

夕食 雑穀米 ごはん ごはん ごはん 魚介とんこつラーメン ごはん ごはん

なめこの味噌汁 すいとん 塩ちゃんこ鍋風スープ じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 ぎょうざ 牛乳 もやしと揚げの味噌汁

豚肉のスタミナ焼き ぶりの塩焼き ノンフライチキン(選べるソース) 牛肉と大根の煮物 きゅうりとたこの浅漬け 肉じゃが(メイン) ゆで豚の選べるソース

シンプルサラダ ゆで豚サラダ シンプルサラダ グリーンサラダ 杏仁豆腐 えび海鮮ぎょうざ 水菜の韓国風サラダ

フル―チェ コーヒー牛乳 ブラウニー アイス大福 くし切りトマト おかわりキムチ

8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
朝食 調理パン等(セレクト) ごはん ホットケーキ ごはん フルーツグラノーラ･牛乳 ごはん 調理パン等(セレクト)

麩とねぎの味噌汁 ベーコンスクランブルエッグ 豆腐とわかめの味噌汁 ケチャップ肉団子 厚揚げと小松菜の味噌汁

いかと野菜のチヂミ ゆでブロッコリー＆ミニトマト しょうゆチキン カリフラワーのぺペロンチーノ炒め チキンのオーブン焼き

きんぴらごぼう 牛乳 ゆでスナップエンドウ おかわりバナナ 春雨サラダ

カットパイン おかわりスープ おかわりとろろ 納豆

昼食 ハヤシライス かけうどん(選べるトッピング) ごはん ミニラウゲンロール ごはん 食パン やきそば

グリーンサラダ 黒豚焼売 キムチ鍋風スープ レーズンパン キャベツと豚肉の味噌汁 ポトフ もちもち水餃子

ハッシュドポテト キャベツとささみの和え物 いわしの梅しそﾌﾗｲ 秋野菜シチュー さばの塩焼き えびカツ 中華レタスサラダ

牛乳 りんごジュース かぼちゃコロッケ チキンナゲット グリーンサラダ 手作りタルタル コーヒーゼリー

千切りキャベツサラダ グリーンサラダ 筑前煮 千切りキャベツサラダ おかわりスープ

和梨 コーヒー牛乳 コーヒー牛乳

夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん スパゲティミートソース ごはん ごはん

はんぺんのすまし汁 マカロニスープ 大根とわかめのスープ かに玉スープ クランチポテト けんちん汁 麻婆豆腐

鶏のごまみそ焼き ﾁｰｽﾞｲﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(選べるソース) 焼き肉(選べるたれ) 鶏肉の焼き鳥風 シンプルサラダ さんまの塩焼き えびフリッター

グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ シンプルサラダ ティラミス ほうれん草と豚肉のおひたし グリーンサラダ

おかわり漬物 コーヒー牛乳 おかわりひじき炒り煮 りんごカットゼリー チーズタルト 牛乳

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
朝食 食パン ごはん ミニパンケーキ 選べる茶漬け コーンフレーク・牛乳 ごはん 調理パン等(セレクト)

目玉焼き 彩りベーコン巻 ロールパン 野菜の焼きつくね ポテト＆ベーコン 白菜と卵の具だくさんスープ

テリチキ アスパラサラダ 具だくさんミネストローネ 小松菜とささみのおひたし チキンハンバーグ レモンバジルチキン

グリーンサラダ おかわり朝カレー ミニラザニア 玉子焼き キャベツのオニオンコンソメスープ もやしのサクサク醤油

コーヒー牛乳 オレンジジュース ゆでブロッコリー カットパイン

おかわりスープ 牛乳

おかわりスライスチーズ ジャム

昼食 ごはん 鶏そば(ラーメン) 豚丼 ごはん ごはん ごはん お弁当

噌チゲ鍋風スープ 肉まん えび海鮮ぎょうざ 豚汁 豆腐となめこの味噌汁 じゃがいもとわかめの味噌汁

焼き鮭 きゅうりとたこの浅漬け シンプルサラダ アジフライ 豚バラ大根 ぶりの塩焼き

シンプルサラダ フルーツ杏仁 柿 千切りキャベツサラダ シンプルサラダ グリーンサラダ

かぼちゃと栗のサラダ 宇治抹茶のわらび餅 りんご 切干大根の煮物

夕食 雑穀米 ごはん ごはん ごはん カレーうどん 天津飯 ごはん

大根とわかめの味噌汁 卵スープ 麩とねぎの味噌汁 春雨入り酸辣湯 もち米肉団子 肉野菜炒め コーンスープ

チキンカツ プルコギ風炒め 豆腐ハンバーグ ゆで豚の選べるソース 水菜とささみのサラダ トマトサラダ グリルチキン(選べるソース)

千切りキャベツサラダ 水菜のグリーンサラダ 鶏ハラミと野菜の炒め物 グリーンサラダ ミルクプリン コーヒー牛乳 シンプルサラダ

フルーツヨーグルト(アロエ) コーヒー牛乳 牛乳 牛乳 コーヒー牛乳

おかわりスタミナメニュー

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
朝食 チョコクリスピー・牛乳 ごはん ホテルパン ごはん フルーツブランフレーク･牛乳 ごはん 調理パン等(セレクト)

スコッチエッグ 精進汁 ミニメロンパン じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 トマトコンソメスープ・ 厚揚げといんげんの味噌汁

野菜のスパゲティサラダ ごぼう鶏肉巻き 白菜のクリームスープ 肉団子 ハッシュドポテト 鶏つくね

ポトフ風スープ 春雨サラダ 野菜オムレツ ほうれん草のおひたし 野菜とベーコンのソテー チンゲン菜とちくわの炒め物

納豆 ゆでブロッコリー＆ミニトマト ジョア　ストロベリー おかわりバナナ 味付きのり

野菜ジュースミニ おかわり漬物

昼食 ごはん 鯛塩ラーメン カレーライス 黒糖食パン ごはん ひじきと梅のまぜごはん けんちんうどん

さつま汁（鹿児島地方） 春巻き 骨付きガーリックチキン あん＆マーガリン 白菜のしょうがスープ 具だくさん汁 だし巻卵

さんまの梅煮 れんこんのはさみ揚げ シンプルサラダ ポトフ 豚肉のにんにくみそ焼き サーモンソテー はちみつレモンカットゼリー

ほうれん草と豚肉のごま和え キャベツとささみの和え物 コーヒー牛乳 マカロニグラタン シンプルサラダ グリーンサラダ おかわりサラダ

プチシュークリーム 牛乳 グリーンサラダ かぼちゃ煮 柿

牛乳

夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん 長崎ちゃんぽん ごはん ごはん

豆腐と葱の味噌汁 しょうが豆乳スープ わかめと豆腐・ねぎの味噌汁(赤だし) 白菜と豚肉の中華スープ 黒豚焼売 水餃子入りスープ マカロニスープ

豚肉しょうが焼き 鶏肉の焼き鳥風 焼き肉(選べるたれ) 白身魚のフライ(選べるソース) 水菜の韓国風サラダ 豚キムチ炒め ハンバーグ(選べるソース)

グリーンサラダ 水菜の韓国風サラダ グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ ライチゼリー シンプルサラダ グリーンサラダ

ビックプリン 今川焼 おかわりキムチ カットパイン 牛乳 コーヒー牛乳

29日 30日 31日🎃 ハロウィン
朝食 コーンフレーク・牛乳 ごはん フレンチトースト・ツナロール

チキンのオーブン焼き わかめと揚げの味噌汁 ケチャップ肉団子

たまごサラダ 焼き鮭 グリーンサラダ

野菜のコンソメスープ チンゲン菜とちくわの炒め物 オニオンコンソメスープ

カットパイン 牛乳

昼食 ごはん なすとひき肉のボロネーゼ風 ごはん

塩ちゃんこ鍋風スープ まるごとミニポテト 白菜と卵の具だくさんスープ

さばの味噌焼き シンプルサラダ かにクリームコロッケ・チキンカツ

ゆで豚サラダ 飲むヨーグルト 千切りキャベツサラダ

キャラメルポテト かぼちゃとさつまいものプディング

夕食 ごはん 麦ご飯 ごはん

里芋と葱の味噌汁 鶏つみれとみつばのすまし汁 すき焼き風煮

焼きメンチカツ･から揚げ ゆで豚の選べるソース 小龍包

千切りキャベツサラダ グリーンサラダ スナップエンドウのサクサク醤油かけ

ナタデココ おかわりとろろ 牛乳

2018年 10月 献立表

メモ 天候により献立が変更になることがあります。ご了承ください。
10月はさんまや秋鮭、里芋、栗、さつま芋、きのこ、梨、りんご、柿、みかんなど秋を感じられる食材を

取り入れています。今が旬の食べ物を味わってみましょう！

今月は中間テストや秋季大会などの行事がありますね。中間テストには応援デザートや、秋季大会には

応援スタミナメニューがでるのでお楽しみに♪芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、そして食欲の秋 、

みなさんが充実した秋を過ごせるように食事の面から応援していきたいと思います。


