
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日 5日
朝食 しょうゆチキン チキンナゲット チキンハンバーグ ハムチーズピカタ 調理パン等(セレクト)

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
牛乳 牛乳 牛乳 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

ジャム ジャム ジャム ジャム
味付きのり 納豆 温泉卵 鶏そぼろ
スープ スープ スープ スープ
味噌汁 味噌汁 キャベツと揚げの味噌汁 味噌汁

昼食 フォカッチャ 菜めし ごはん 親子丼 稲庭風うどん
ビーフシチュー 生ゆばのお吸い物 じゃがいもとわかめの味噌汁 いかリング 豚角煮入りちまき
えびのたまごサラダ さばの塩焼き 豚肉のカレー醤油炒め グリーンサラダ グリーンサラダ
グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ 桃の杏仁豆腐 牛乳
りんごジュース 2色プチシュー オレンジ
バター

夕食 ごはん ごはん トマトクリームスパゲティ ごはん ごはん
えのきとわかめの味噌汁(赤だし) なめこの味噌汁 骨付きガーリックチキン さつまいもの味噌汁 肉豆腐
鶏のからあげ 豚バラ大根 レタスきゅうりサラダ グリルチキン(選べるソース) えび海鮮ぎょうざ
グリーンサラダ ミモザサラダ シューアイス グリーンサラダ ゆでスナップエンドウ
キャンディーチーズ チーズタルト コーヒーゼリー コーヒー牛乳

6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
朝食 チキンのオーブン焼き ハッシュドポテト ピカタ 照り焼きチキン レモンバジルチキン ベーコンスクランブルエッグ 調理パン等(セレクト)

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
ごはん・パン・コーンフレーク グリーンサラダ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
牛乳 牛乳 ごはん・パン・フルグラ 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

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 味付きのり スープ 選べる茶漬け 納豆
味噌汁 スープ スープ 味噌汁 キャベツと揚げの味噌汁 スープ

味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 ごはん フェットチーネクリームパスタ ごはん ごはん ごはん タコライス 冷やし中華

じゃがいもとわかめの味噌汁 ノンフライナゲット にらと卵の味噌汁 味噌チゲ鍋風スープ マカロニスープ ブロッコリーサラダ ス）れんこんのはさみ揚げ
豚肉しょうが焼き レタストマトサラダ タンドリーチキン アジフライ チーズインハンバーグ えびのたまごサラダ グリーンサラダ
レタスきゅうりサラダ バニラアイス グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ ミモザサラダ ヤクルト ルビーグレープフルーツゼリー

ソフールヨーグルト かぼちゃプリン フルーツみつ豆 牛乳

夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん しょうゆラーメン ごはん 焼鳥丼
麩とねぎの味噌汁 豆乳スープ わかめスープ 豆腐とわかめの味噌汁 ぎょうざ 豚汁 厚揚げと大根の味噌汁
酢豚 メンチカツ 牛肉のにんにく醤油炒め 豚肉の山賊焼 きゅうりといかのキムチ和え 鮭のマヨチーズ焼き キャベツと水菜のサラダ
グリーンサラダ グリーンサラダ ポテトサラダ グリーンサラダ 牛乳 グリーンサラダ 切干大根の煮物
牛乳 紫の野菜ジュース ゴールドキウイ コーヒー牛乳 ペアクリームワッフル

13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日
朝食 チーズ肉団子 チキンのオーブン焼き だし巻卵 プチウインナードッグ 照り焼きチキン チーズオムレツ 調理パン等(セレクト)

ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ きんぴらごぼう 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
牛乳 牛乳 グリーンサラダ 牛乳 牛乳 牛乳
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 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

ジャム ジャム ごはん・パン・チョコクリスピー ジャム ジャム ジャム
ミニパンケーキ ごま昆布 ジャム スープ アイスココア 味付きのり
味噌汁 スープ 朝カレー 味噌汁 味噌汁 スープ

味噌汁 白菜と揚げの味噌汁 味噌汁
昼食 ピザトースト なすとひき肉のボロネーゼ風 ごはん ごはん ごはん ごはん お弁当

えびフリッター フライドポテト 白玉入りけんちん汁 具だくさん味噌汁 もやしと葱の味噌汁 白菜と豚肉の中華スープ
グリーンサラダ グリーンサラダ さばのしょうが煮 チキン南蛮 豚肉のにんにくみそ焼き 鶏肉のおろし煮
コーヒー牛乳 コーヒー牛乳 グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ

抹茶プリン クリームコンフェ 牛乳 シークワーサーゼリー

夕食 ごはん ごはん ごはん 牛丼 魚介とんこつラーメン かき揚げ丼 ごはん
豆腐と葱の味噌汁 牛肉とごぼうのスープ 肉じゃが(メイン) わかめとえのきの味噌汁 えび海鮮ぎょうざ ポテトサラダ マカロニスープ
豚肉のスタミナ焼き サーモンソテー にらまんじゅう 豆腐焼売 スナップエンドウのサクサク醤油かけ 鶏ごぼう炒め グリルチキン(選べるソース)

グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ 温泉卵 カットパイン 牛乳 グリーンサラダ
チョコムース ひじき炒り煮 さくらんぼ グリーンサラダ おかわりスープ 牛乳

20日 21日 22日 23日 24日 25日 26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 たまご焼き ジャーマンポテト 調理パン等(セレクト)

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
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 グリーンサラダ 牛乳
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

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 ごま昆布 納豆 スープ ジャム ヨーグルト
厚揚げといんげんの味噌汁 スープ スープ 味噌汁 スープ 味噌汁

味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 ナン そうめん ひじきと梅のまぜごはん ロールパン ごはん 麦ご飯 焼きうどん

キーマカレー とり天ぷら 大根と揚げの味噌汁 メープルアーモンドツイスト のっぺい汁 白菜のしょうがスープ わかめスープ
チーズ入りウインナー ほうれん草と豚しゃぶの胡麻和え さばの塩焼き ポトフ風スープ 鮭のバジル焼き ひとくちひれカツ えびしゅうまい2個
グリーンサラダ メロン グリーンサラダ えびグラタン グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ 牛乳
牛乳 りんごカットゼリー グリーンサラダ フルーチェ とろろ

牛乳
夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん 肉うどん ごはん ごはん

厚揚げといんげんの味噌汁 具だくさん汁 じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 麩と白菜の味噌汁 ス）れんこんのはさみ揚げ たまごスープ 大根の味噌汁
牛肉と大根の煮物 焼き鮭 メンチカツ 豚バラ大根 レタスきゅうりサラダ まぐろカツ 照り焼きチキン
グリーンサラダ スナップエンドウのサクサク醤油かけ 千切りキャベツサラダ グリーンサラダ わらびもち グリーンサラダ グリーンサラダ
ナタデココ ヤクルト 牛乳 おかわりキムチ コーヒー牛乳 牛乳プリン

27日 28日 29日 30日
朝食 ハムステーキ チキンハンバーグ なすとトマトグラタン ケチャップ肉団子

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 ゆでブロッコリー
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
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 ごはん・パン・コーンフレーク

ジャム ジャム ジャム ジャム
選べる茶漬け スープ 漬物 鮭フレーク
キャベツと揚げの味噌汁 味噌汁 アイスココア スープ

しそひじき 味噌汁 味噌汁
昼食 ごはん ペペロンチーノパスタ 揚げパン ごはん

豚汁 アボカドサラダ 鶏肉と野菜のトマト煮 わかめとねぎの味噌汁
あじの南蛮漬け チキンナゲット えびのたまごサラダ トンテキ
グリーンサラダ パンプキンスープ 千切りキャベツサラダ シンプルサラダ
オレンジ オレンジジュース ヤクルト

夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん
中華コーンスープ 小松菜と揚げの味噌汁 いもといんげんの味噌汁 肉じゃが
チンジャオロース 牛焼き肉(選べるたれ) 豚肉のカレー醤油炒め いかリング
グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ レタスきゅうりサラダ
マンゴープリン キャンディーチーズ カップチーズケーキ 水無月

2022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。

6月は、パイナップル、ゴールドキウイ、メロンなどの初夏にぴったりの

旬の果物や、冷やし中華やアイスなど、季節を感じられるメニューを取

り入れています♪

6/30は、京都では水無月という和菓子を食べる日となっています。無病

息災を願い、給食でも水無月を提供しますので、食べたことがない方も、

是非食べてみてくださいね。


