
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日 5日
朝食 ごはん ごはん ミニ食パン ごはん 調理パン

麩とわかめの味噌汁 厚揚げと白菜の味噌汁 レーズンパン 大根とえのきの味噌汁 おにぎり
あじ西京焼き 和風醤油チキン２個 オニオンスープ アスパラベーコン巻き２個 選べる飲み物・ゼリー
アスパラベーコン炒め れんこんのきんぴら ﾍﾞｰｺﾝｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ 菜の花アーモンド和え おかわりごはん・味噌汁
りんごジュース 納豆 えびとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ とろろ

牛乳
昼食 タコライス ごはん ごはん ごはん あんかけチャーハン

スナップエンドウサクサクしょうゆ マカロニスープ かぶの味噌汁 キムチ鍋風スープ 肉しゅうまい2個
ガーリック骨付きチキン 牛肉ケチャップ炒め 豚肉のしょうが炒め サーモンフライ 水菜の韓国風サラダ
牛乳 コブサラダ 海藻サラダ 手作りタルタル 牛乳
シューアイス 牛乳 黄色の野菜ジュース 千切りキャベツサラダ

ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ
夕食 バイキング 焼鳥丼 きしめん ごはん ごはん

中華コーンスープ かきあげ・えび天 白菜と卵の具だくさんスープ わかめと大根のスープ
小龍包2個 もやしの中華サラダ 鶏肉のガーリックバターソテー 回鍋肉
レタスきゅうりサラダ 柏もち サニーレタスサラダ レタスコーンサラダ

牛乳 バンサンスー

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 ごはん ごはん フルーツブラン ごはん 調理パン

厚揚げといんげんの味噌汁 コーンスープ 麩と絹さやの味噌汁 しらす 牛乳 大根の味噌汁 おにぎり
ハムチーズピカタ ウインナーソテー3本 チキンのオーブン焼き じゃがいもと玉葱の味噌汁 ポトフ風スープ いわしの梅煮 選べる飲み物・ゼリー
ほうれん草の胡麻和え 茹でブロッコリー 小松菜のおひたし 肉野菜炒め ほうれん草オムレツ 白菜とさつま揚げの煮物 おかわりごはん・味噌汁
マカロニサラダ 麦芽豆乳 牛乳 玉子焼き カリフラワーとハムのマリネ 納豆

ヨーグルト バナナ
昼食 麦ご飯 ごはん ごはん コッペパン ごはん ごはん 稲庭風うどん

ちくわと三つ葉のすまし汁 野菜スープ ワンタンスープ レーズンパン2個 なめこの味噌汁 豆腐とわかめの味噌汁 中華くらげサラダ
鶏の味噌漬け焼き5個 チーズinハンバーグ あじの南蛮漬け ホテルバター 牛肉と厚揚げの甘辛煮 骨付きチキン2個 牛乳
パリパリわんたんサラダ リーフレタスサラダ シンプルサラダ チキントマトクリームシチュー サラダ菜トマトサラダ かにかまﾚﾀｽｻﾗﾀﾞ キャラメルポテト４個
ひじきのうま煮 りんごとカルピスゼリー プッチンプリン コーンコロッケ2個 フルーツ白玉 ｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ

サラダ菜サラダ
野菜ジュース

夕食 オリジナルカレー 鶏そば ごはん ごはん かた焼きそば ごはん ごはん
ひれかつ3個 高菜焼売3個 えのきと揚げの味噌汁 けんちん汁 旨辛チキン3個 肉じゃが かぶのスープ
シーザーサラダ 中華くらげサラダ 豚肉のねぎ塩炒め チキンソテー レタスアスパラサラダ えび海鮮ぎょうざ3個 豚肉のスタミナ炒め
牛乳 ﾌﾙｰﾂﾅﾀﾃﾞｺｺ ベビーリーフサラダ 海藻サラダ 牛乳 サニーレタスサラダ コブサラダ
ラフランスゼリー オレンジ シューフルーツ 牛乳 チョコムース

13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日
朝食 チキンハンバーグ ポテト＆ベーコン チキンナゲット レモンバジルチキン ケチャップ肉団子 チキンのオーブン焼き 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 生卵 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
スープ 鮭フレーク 納豆 味付きのり B漬物 グリーンサラダ
味噌汁 スープ 味噌汁 スープ スープ スープ

味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 鶏そぼろと焦がしねぎごはん ごはん ごはん コッペパン 麦ご飯 ごはん やきそば

豚汁 キャベツと豚肉の塩麹スープ えのきとにら味噌汁 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾃﾞﾆｯｼｭ 春野菜の味噌汁 わかめと大根のスープ かに玉スープ
カレイの煮付 エビチリ さばの塩焼き ホテルバター 鮭のごましょうゆ焼き ヒレカツ もやしの中華サラダ
フライドれんこんサラダ ベビーリーフサラダ レタスコーンサラダ たまごスープ ベビーリーフサラダ 千切りキャベツサラダ 牛乳
牛乳 牛乳 切り干し大根の煮物 マカロニグラタン とろろ 牛乳

シンプルサラダ
牛乳

夕食 焼き肉丼 カレーうどん ごはん ごはん トマトクリームスパゲティ ごはん ごはん
もやしと葱のｽｰﾌﾟ たこやき3個 肉豆腐 野菜味噌汁 トッピング ふのりとえのきの味噌汁 麻婆豆腐
アスパラトマトサラダ ほうれん草のおひたし 海鮮しゅうまい 豚肉と玉ねぎのポン酢炒め 野菜のキッシュ なすのチリソース炒め しそ巻きぎょうざ3個
海藻サラダ ペアクリームワッフル キャベツとみず菜のサラダ サニーレタスとツナのサラダ マリネ風サラダ 水菜とえびのサラダ シンプルサラダ
ぴぴぴチーズ2個 ぶどうカットゼリー 柏もち ミルクレープ ｵﾚﾝｼ 野菜ジュース

20日 21日 22日 23日 24日 25日　保護者会 26日 体育祭
朝食 ウインナー 和風醤油チキン２個 ベーコンスクランブルエッグ テリチキ プチウインナードッグ ミニラザニア 肉じゃが

ゆでブロッコリー＆ミニトマト リーフレタスサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ 焼き鮭 野菜肉団子
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 グリーンサラダ ゆでブロッコリー
ごはん・パン・チョコクリスピー ごはん・パン・チョコクリスピー 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 那須の生卵
ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク

スープ 選べる茶漬け 納豆 鮭フレーク 選べる茶漬け ジャム ジャム
温泉卵 スープ スープ スープ トマトコンソメスープ スープ 朝カレー

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 ごはん ピザトースト ごはん ごはん ごはん チャーハン お弁当

すいとん 豆乳スープ 大根と揚げの味噌汁 キムチ鍋風スープ 野菜味噌汁 牛肉とごぼうのスープ
さわらの山椒焼き ごぼうサラダ 山賊焼き 白身魚のフライ 和風おろしハンバーグ 春巻き
チョレギサラダ ベビーリーフサラダ キャベツと水菜のサラダ 手作りタルタル 海藻サラダ サラダ菜トマトサラダ
原宿ドッグ　メープル 牛乳 ﾊﾞﾊﾞﾛｱｼｭｰｸﾘｰﾑ 千切りキャベツサラダ 桃の杏仁豆腐 オレンジ
牛乳 型抜きレアチーズいちご

夕食 牛丼 魚介豚骨ラーメン カレーライス ごはん ペスカトーレ お弁当 冷やしきつねうどん
トッピング かぼちゃの落とし揚げ ごまささみフライ3個 わかめと葱の味噌汁 レモンバジルチキン ノンフライチキン
なめこの味噌汁 豚しゃぶサラダ シンプルサラダ 焼き肉 生ほうれん草サラダ レタストマトサラダ
大根ハムサラダ 牛乳 グレープフルーツ サニーレタスサラダ 牛乳 アイスクリーム
たこときゅうりのキムチ和え ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ

27日 28日 29日 30日 31日
朝食 調理パン 調理パン ごはん コーンフレーク ごはん

おにぎり おにぎり かぼちゃの味噌汁 牛乳 豆腐と葱の味噌汁
選べる飲み物・ゼリー 選べる飲み物・ゼリー トマトケチャップ肉団子2個 大根とベーコンのスープ レバー入り肉団子
おかわりごはん・味噌汁 おかわりごはん・味噌汁 ブロッコリーサラダ アボカドサラダ ほうれん草のおひたし

那須の温泉 ロールパン ヨーグルト
かぼちゃのプチグラタン

昼食 ナシゴレン ごはん カリカリ梅ごはん 麦ご飯 ソフトカンパーニュ1個
かぶのスープ 大根の味噌汁 小松菜と揚げの味噌汁 キャベツと豚肉の塩麹スープ メープルアーモンドツイスト

ツナレタスサラダ 豚肉のねぎ塩炒め 鶏のさっぱりジンジャー煮 赤魚の煮つけ ミネストローネ
牛乳 サニーレタスサラダ スナップエンドウおかか和え ｷｬﾍﾞﾂと水菜のｻﾗﾀﾞ ひき肉とじゃがいものオムレツ

プチシュークリーム 牛乳 りんごカットゼリー シーザーサラダ
牛乳

夕食 ごはん 冷やし中華 ごはん 菜めし カルボナーラ
押し麦のジンジャースープ 小龍包2個 あられはんぺんのすまし汁 具だくさん味噌汁 ノンフライナゲット4個
鮭のマヨチーズ焼き 水菜のサラダ プルコギ 豚キムチ炒め レタスアスパラサラダ
ミモザサラダ 牛乳 シンプルサラダ クルトンサラダ ﾌﾙｰﾂﾅﾀﾃﾞｺｺ
オレンジジュース フルーチェ ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

2019年 5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。

4月28日から5月6日までは帰省帰寮アン

ケートに基づく予約制となります。

5月の献立には旬を迎えるアスパラや新

ごぼうを取り入れました。

26日は体育祭ですね。5/13～5/24は朝食

の主食がごはん、パン、シリアルから選択

できる体育祭応援メニューになります。

（全部食べてもOK！）お酢のドリンクも提

供しますのでお楽しみに♪


