
月 火 水 木 金 土 日

27日 28日 29日
朝食 バーガーバンズ 炊き込みごはん 調理パン等(セレクト)

ハンバーグ・たまごサラダ 麩とねぎの味噌汁
グリーンサラダ ごぼう鶏肉巻き
スライスチーズ スナップエンドウサクサク醤油

トマト＆あらびきマスタード おかわり漬物
コーヒー牛乳
おかわりスープ

昼食 ごはん ハヤシライス お弁当
豆腐とねぎの味噌汁 クランチポテト
サーモンソテー ニースサラダ
シンプルサラダ ナタデココ
筑前煮

夕食 冷やし中華 ごはん ごはん
黒豚しゅうまい 塩ちゃんこ鍋風スープ 肉じゃが
くしぎりトマト 焼き肉 軟骨入り鶏つくね
焼きプリンタルト グリーンサラダ シンプルサラダ

おかわりキムチ 牛乳
30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日

朝食 チョコクリスピー・牛乳 ごはん クロワッサン 焼きおにぎり 選べるフレーク・牛乳 ごはん バーガーバンズ
ミニラザニア 厚揚げと小松菜の味噌汁 選べるマフィン けんちん汁 プチウインナードッグ 大根の味噌汁 ハンバーグ
野菜とベーコンのソテー 出し巻き卵・ウインナー コーンスープ 味噌だれ肉団子 アスパラと卵の炒め物 スコッチエッグ スライスチーズ
おかわりバナナ きんぴらごぼう ハムステーキ ほうれん草とささみのおひたし おかわりスープ 春雨サラダ グリーンサラダ

ゆでブロッコリー＆ミニトマト カットパイン 味付きのり 具だくさんミネストローネ

コーヒー牛乳 コーヒー牛乳
昼食 夏野菜カレー やきそば 菜めし ごはん ごはん ごはん ごはん

スペイン風オムレツ 小籠包 噌チゲ鍋風スープ わかめと大根・葱のスープ 麻婆なす もやしと揚げの味噌汁 わかめと豆腐・ねぎの味噌汁

グリーンサラダ 水菜の韓国風サラダ さばの塩焼き 回鍋肉 いかリング ぶりの塩焼き 鶏の竜田揚げ
コーヒー牛乳 杏仁豆腐 グリーンサラダ もちもち水餃子 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

選べるデザート 牛乳 ライチゼリー 筑前煮 ナタデココ
夕食 ごはん ごはん 麦ご飯 ごはん 冷やしうどん(大豆/ごま) オムライス 5色まぜごはん

大根の味噌汁 ポトフ 豆腐とわかめの味噌汁 白菜のトマトスープ もち米肉団子 ノンフライチキン キャベツと豚肉の中華スープ

メンチカツ・唐揚げ ハンバーグ【選べるソース】 ゆで豚の選べるソース グリルチキン(選べるソース) ゆで豚サラダ シンプルサラダ サーモンソテー
シンプルサラダ グリーンサラダ スナップエンドウのサクサク醤油かけ シンプルサラダ すいか 牛乳 レタストマトサラダ
牛乳 牛乳 おかわりとろろ シューアイス ミルメーク（いちご） 冷凍もも

6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
朝食 ごはん ホットケーキ 鶏ごぼうごはん 選べるフレーク・牛乳 ごはん 選べる茶漬け 調理パン等(セレクト)

トマトコンソメスープ 牛乳 大根の味噌汁 ポテト＆ベーコン 豆腐と葱の味噌汁 焼き鮭
チキンのオーブン焼き ゆでブロッコリー＆ミニトマト 肉団子 ツナオムレツ 鶏つくね れんこんとちくわのきんぴら

野菜とベーコンのソテー スクランブルエッグ アスパラサラダ おかわりスープ ほうれん草のおひたし カットパイン
野菜ジュースミニ ウインナー いちごヨーグルト 納豆

オニオンコンソメスープ
昼食 ココア揚げパン スパゲティミートソース 食パン ジャンバラヤ ごはん ラピュタパン お弁当

ポトフ クランチポテト 白菜と卵の具だくさんスープ 骨付きガーリックチキン 大根とわかめのスープ チキンナゲット
野菜のキッシュ シンプルサラダ とんかつ シンプルサラダ 焼き肉(選べるたれ) シンプルサラダ
グリーンサラダ カットマンゴー 千切りキャベツサラダ コーヒーゼリー 水菜のグリーンサラダ 選べるジュース
牛乳 コーヒー牛乳 おかわりスープ おかわりキムチ おかわりスープ

夕食 カレーライス ごはん ごはん ごはん そうめん ごはん ごはん
えびフリッター 白玉入りけんちん汁 肉豆腐 厚揚げといんげんの味噌汁 タッカルビ風炒め マカロニスープ なめこの味噌汁
スナップエンドウのサクサク醤油かけ 鶏肉の焼き鳥風 たこやき プルコギ風炒め くし切りトマト ハンバーグ(選べるソース) いわしの梅しそﾌﾗｲ
りんごジュース グリーンサラダ 水菜の韓国風サラダ グリーンサラダ 牛乳 グリーンサラダ 鶏のからあげ2こ

杏仁豆腐 冷凍パイン 牛乳 コーヒー牛乳 千切りキャベツサラダ
野菜ジュース

13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日
朝食 ごはん ブルーベリーマフィン ごはん 選べるフレーク・牛乳 ごはん 黒糖食パン 調理パン等(セレクト)

精進汁 ツナロール 厚揚げとほうれん草の味噌汁 プチウインナードッグ 麩とわかめの味噌汁 選べるジャム
いかと野菜のチヂミ 牛乳 彩りベーコン巻 アスパラサラダ 野菜の焼きつくね ささみと野菜のスープ
キャベツとささみの和え物 チキンのオーブン焼き きんぴらごぼう おかわりスープ 春雨サラダ ケチャップ肉団子
ジョア　プレーン ゆでブロッコリー 納豆 しそこんぶ ゆでブロッコリー

おかわりスープ 牛乳
昼食 選べるパン ペペロンチーノパスタ ナシゴレン ごはん ナン ごはん お弁当

ポトフ ロールキャベツ(選べるソース） はんぺんチーズサンド 具だくさん汁 キーマカレー 噌チゲ鍋風スープ
マカロニグラタン トマトサラダ カリフラワーとハムのマリネ 焼き鮭 スペイン風オムレツ アジフライ
グリーンサラダ 野菜ジュース 牛乳 グリーンサラダ シンプルサラダ 千切りキャベツサラダ
牛乳 選べるデザート コーヒー牛乳 ナタデココ

おかわり太刀魚唐揚げ
夕食 ごはん ごはん ごはん 麦ご飯 塩やきそば・ ごはん ごはん

麩とねぎの味噌汁 豚汁 白菜のクリームスープ じゃがいもの味噌汁 ぎょうざ わかめと豆腐・ねぎの味噌汁 肉じゃが
豆腐ハンバーグ さばの塩焼き グリルチキン(選べるソース) ゆで豚の選べるソース グリーンサラダ 豚肉のスタミナ焼き えびフリッター
ゴーヤチャンプル シンプルサラダ 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 すいか スナップエンドウのサクサク醤油かけ シンプルサラダ
マンゴープリン おかわりキムチ ゆでとうもろこし おかわりとろろ ひじき炒り煮 甘口卵焼き

20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日
朝食 フルーツブランフレーク･牛乳 ごはん ごはん ピタパン ごはん コーンフレーク・牛乳 調理パン等(セレクト)

アスパラベーコン巻き 豆腐とわかめの味噌汁 小松菜と揚げの味噌汁 テリチキ 精進汁 野菜のスパゲティサラダ
里芋のタラモサラダ 鶏ごぼう巻き 豆腐ハンバーグ ミックスサラダ しょうゆチキン ほうれん草オムレツ
おかわりバナナ ほうれん草のおひたし 野菜炒め たまご焼き 小松菜とちくわの炒めもの 赤ウインナー
おかわりスープ 温泉卵 鮭フレーク 具だくさんミネストローネ 納豆 おかわりスープ

コーヒー牛乳
昼食 天津飯 冷やし中華 フォカッチャ ごはん ごはん タコライス 鶏そば(ラーメン)

春巻き 黒豚焼売 ミニメロンパン キャベツと豚肉の味噌汁 大根とわかめのスープ 厚切りポテトのハニーマスタード ぎょうざ
ごぼうから揚げ くし切りトマト ビーフシチュー 白身魚のフライ(選べるソース) 回鍋肉 カットマンゴー 牛乳
千切りキャベツサラダ 牛乳 野菜オムレツ 千切りキャベツサラダ えび海鮮ぎょうざ 牛乳 おかわりサラダ
牛乳 シンプルサラダ ひじき炒り煮 オレンジジュース
おかわりスープ 牛乳

夕食 ごはん ごはん ごはん 焼肉丼 そうめん ごはん ごはん
鶏つみれ汁 なめこの味噌汁 大根と麩の味噌汁 きゅうりといかの生姜和え 角煮入りちまき 白菜と豚肉の中華スープ 生ゆばのお吸い物
なす豚炒り ぶりのてり焼き 豚キムチ炒め ひとくちぎょうざ 鶏ハラミと野菜の炒め物 タンドリーチキン 豚肉のにんにくみそ焼き
水菜のグリーンサラダ ほうれん草と豚肉のおひたし グリーンサラダ はちみつレモンカットゼリー 牛乳 シンプルサラダ グリーンサラダ
選べるデザート ヨーグルト 水ようかん コーヒー牛乳 カットパイン

27日 28日 29日 30日 31日
朝食 選べる茶漬け

野菜炒め
だし巻卵
さつまいもの甘煮

昼食 夏野菜カレー
ノンフライチキン
シンプルサラダ
コーヒー牛乳

夕食 ごはん
豚汁
サーモンソテー
グリーンサラダ
ビックプリン

2018年 夏休み期間 献立表【関西校】

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。


