
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日
朝食 ミニラザニア 調理パン

グリーンサラダ おにぎり
牛乳 選べる飲み物・ゼリー
ごはん・パン・コーンフレーク おかわりごはん・味噌汁
ジャム
鶏そぼろ
スープ
キャベツと揚げの味噌汁

昼食 ごはん えびだし塩焼きそば
豆腐と葱の味噌汁 わかめと大根のスープ
チキンソテー 中華くらげサラダ
チョレギサラダ 冷凍パイン
飲むヨーグルト

夕食 ごはん ごはん
押し麦のジンジャースープ かぼちゃの味噌汁
さばの味噌煮 焼き肉
冷しゃぶサラダ シンプルサラダ
コーヒーゼリー 牛乳

3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
朝食 スコッチエッグ たまごとかぼちゃのチーズ焼き しょうゆチキン ケチャップ肉団子 Bチキンハンバーグ ハムステーキ 調理パン

ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ 目玉焼き おにぎり
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 グリーンサラダ 選べる飲み物・ゼリー
ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・チョコクリスピー ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク 牛乳 おかわりごはん・味噌汁
ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム 味付きのり
ザーサイ 鮭フレーク 選べる茶漬け 納豆 那須の生卵 ごはん・パン・コーンフレーク

スープ スープ スープ スープ スープ ジャム
味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 キャベツと揚げの味噌汁 味噌汁

トマトコンソメスープ
昼食 オリジナルカレー ごはん ごはん フォカッチャ ごはん わかめごはん ナポリタン

えびフライ ワンタンスープ キムチ鍋風スープ ミニメロンパン ジンジャースープ 豆腐と葱の味噌汁(大豆/みそ） オニオンスープ
レタスコーンサラダ 焼きとり アジフライ ホテルバター ザンギ風唐揚げ5個 さわらの山椒焼き グリーンサラダ
牛乳 サニーレタスサラダ 千切りキャベツサラダ ビーフシチュー 海藻サラダ 水菜とベーコンのサラダ 2色プチシュー

牛乳 ｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ たまごとｶﾆかまのｻﾗﾀﾞ シフォンケーキ生クリームのせ フルーツ杏仁
レタストマトサラダ
牛乳

夕食 ごはん スパゲティミートソース ごはん ごはん 坦々麺 ごはん ごはん
わかめと大根のスープ ハッシュドポテト 里芋と揚げの味噌汁 白菜と卵の具だくさんスープ もち米肉団子 中華コーンスープ 小松菜と揚げの味噌汁(大豆/みそ）

なすのチリソース炒め チキンナッツサラダ 豚肉のスタミナ炒め カレイのしょうが煮 アスパラのグリーンサラダ 牛肉のしょうが炒め 和風おろしハンバーグ
BLTサラダ 紫の野菜ジュース 生ほうれん草サラダ キャベツとみず菜のサラダ 牛乳 海藻サラダ 宇治抹茶のわらび餅
アセロラゼリー フルーチェ(ﾐｯｸｽﾍﾞﾘｰ) ｵﾚﾝｼﾞ ティラミス サニーレタスサラダ

10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
朝食 ミートオムレツ ハッシュドポテト エビグラタン ピカタ レモンバジルチキン ベーコンスクランブルエッグ 調理パン

ゆでブロッコリー＆ミニトマト ウインナー グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ グリーンサラダ おにぎり
牛乳 グリーンサラダ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 選べる飲み物・ゼリー
ごはん・パン・コーンフレーク 牛乳 ごはん・パン・チョコクリスピー ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク おかわりごはん・味噌汁
ジャム ごはん・パン・コーンフレーク ジャム ジャム ジャム ジャム
朝カレー ジャム 鮭フレーク 味付きのり 選べる茶漬け 納豆
味噌汁 スープ スープ スープ スープ スープ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 キャベツと揚げの味噌汁 味噌汁
昼食 ごはん ごはん ﾂﾅﾏﾖｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ ごはん ごはん 麦ご飯 完熟トマトのハヤシライス

キャベツとウインナーのスープ 豚汁 ABCスープ 大根とにんじんの味噌汁 生ゆばのお吸い物 えびつみれのすまし汁 ミックス野菜サラダ
タンドリーチキン 赤魚の煮つけ ミニハムカツ 豚肉のスタミナ炒め 豚肉味噌漬け焼き 鮭のホイル焼き 牛乳
アスパラのグリーンサラダ コブサラダ レタスきゅうりサラダ アメリカンチェリー シーザーサラダ シンプルサラダ かぼちゃプリン
チョコムース かぼちゃと栗のサラダ 牛乳 千切りキャベツサラダ 甘夏ゼリー 宇治抹茶のわらび餅

夕食 ごはん カルボナーラ ひじきと梅のまぜごはん ごはん そうめん 牛丼 ごはん
丸はんぺんのすまし汁 ガーリック骨付きチキン 肉豆腐 麩と葱の味噌汁 かきあげ 豆腐と葱の味噌汁 里芋と揚げの味噌汁
回鍋肉 サラダ菜サラダ 白玉ぎょうざ3個 チキンソテー 豚角煮入りちまき 小籠包２個 豚キムチ炒め
生ほうれん草サラダ 原宿ドッグ　メープル サニーレタスサラダ 水菜の韓国風サラダ/ 蒸し鶏と白菜のサラタケサラダ きゅうりとｶﾆｶﾏの酢の物 海藻サラダ
牛乳 くしぎりトマト プッチンプリン ｵﾚﾝｼﾞ

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
朝食 チーズ肉団子 チキンのオーブン焼き 照り焼きチキン アスパラベーコン巻き２個 プチウインナードッグ スコッチエッグ 調理パン

ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ グリーンサラダ おにぎり
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 選べる飲み物・ゼリー
ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・チョコクリスピー ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク おかわりごはん・味噌汁
ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム
B漬物 ごま昆布 朝カレー 鮭フレーク 生卵 味付きのり
スープ スープ 味噌汁 スープ スープ スープ
味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

昼食 5色まぜごはん ごはん 黒糖きなこ揚げパン 十八穀米 ごはん やきそば
もやしの味噌汁 ちくわと三つ葉のすまし汁 かぼちゃのシチュー なめこの味噌汁 けんちん汁 もやしとわかめのスープ
さばの塩焼き 鶏の味噌漬け焼き5個 骨付きウインナー 手羽先の唐揚げ 鮭のごましょうゆ焼き 海藻サラダ
水菜のサラダ ミモザサラダ ベビーリーフサラダ 千切りキャベツサラダ アスパラのグリーンサラダ 牛乳
中華ポテト シューアイス 牛乳 グレープフルーツ じゃがいもとうずらの甘辛煮 スイートポテト

夕食 中華丼 しょうゆラーメン 天津飯 ごはん 冷やしたぬきうどん 豚丼 ごはん
しそ巻きぎょうざ3個 ピーマンと牛肉の甘辛炒め 甘酢あん 野菜味噌汁 いなり寿司2個 トッピング 豆腐とかにかまの中華ｽｰﾌﾟ
アスパラのイタリアンサラダ 海藻サラダ トッピング 豚肉のねぎ塩炒め バンバンジー風サラダ たこときゅうりのキムチ和え 焼き肉
ｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ 牛乳 チャプチェ リーフレタスサラダ 牛乳 水菜とコーンのサラダ シンプルサラダ

チョレギサラダ 牛乳 ヨーグルト 抹茶プリン
フルーツ白玉

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
朝食 チキンナゲット ハムチーズピカタ チキンのオーブン焼き しょうゆチキン 目玉焼き ポテト＆ベーコン 調理パン

ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト ウインナー グリーンサラダ おにぎり
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 グリーンサラダ 牛乳 選べる飲み物・ゼリー
ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・チョコクリスピー ごはん・パン・コーンフレーク 牛乳 ごはん・パン・コーンフレーク おかわりごはん・味噌汁
ジャム ジャム ジャム ジャム ごはん・パン・コーンフレーク ジャム
選べる茶漬け 納豆 ごま昆布 ザーサイ ジャム 朝カレー
スープ スープ スープ スープ スープ 味噌汁
味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん 麦ご飯 ソフトカンパーニュ1個 ごはん ごはん ひじきと梅のまぜごはん つけ麺
豚もやしスープ 豆腐と小松菜の味噌汁 メープルアーモンドツイスト 酸辣湯 ジンジャースープ 肉じゃが 豆腐焼売
メバルの煮つけ 牛肉のしょうが炒め ホテルバター チンジャオロース えびカツ にらまんじゅう もやしの中華サラダ
切り干し大根のサラダ パリパリわんたんサラダ たことひよこ豆のトマト煮 トマトの中華風サラダ 手作りタルタル サラダ菜サラダ 杏仁豆腐
みたらし団子 牛乳 骨付きチキン2個 フルーツ杏仁 千切りキャベツサラダ 牛乳

ベビーリーフサラダ ｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ
牛乳

夕食 オムライス 鶏そば ごはん ごはん スパゲティミートソース ごはん ごはん
クランチポテト たこやき3個 わかめとねぎのスープ キャベツと豚肉の塩麹スープ 野菜のキッシュ 豆腐となめこの味噌汁 えのきとにら味噌汁
シンプルサラダ 生ほうれん草サラダ トンテキ さばの味噌煮 レタスきゅうりサラダ プルコギ さわらのレモンソテー
型抜きレアチーズいちご メロン 水菜のサラダ 生ほうれん草サラダ 牛乳 キャベツと水菜のサラダ 生ほうれん草サラダ

切干大根の煮物 牛乳 冷凍パイン 筑前煮

2019年 6月 月間献立表

♪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。

大好評につき、朝食の主食がごはん、パン、フレーク類から選べる体育祭応援メニューを6月から復活させることにしました！

5月から徐々に蒸し暑くなってきました。暑さで体がだるく、体育祭の疲れが残っている人もいるのではないでしょうか。果物や野菜に多く含まれるビタミ

ンCやお酢に含まれるクエン酸は疲労回復に効果的です。

また、ビタミンB群を含む肉類も代謝を促進させ、スタミナをアップさせてくれます。酢の物やサラダ、果物も好き嫌いなく食べて夏バテをしないように備え

ましょう。

今月は今が旬のアスパラやトマト、さくらんぼ、メロンなどをメニューに多く使用しています。旬の野菜や果物を味わってみましょう♪


