
月 火 水 木 金 土 日

1日高校卒業式 2日 3日 4日 5日
朝食 チキンのオーブン焼き 照り焼きチキン ウインナー 玉子焼き 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 ハッシュドポテト きんぴらごぼう
牛乳 牛乳 ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ
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 牛乳
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

パンケーキ とろろ ジャム ジャム
スープ ココア 鶏そぼろ スープ
味噌汁 味噌汁 スープ 厚揚げといんげんの味噌汁

味噌汁
昼食 お弁当 クロワッサン ひなまつりメニュー ごはん 豚丼

ミニメロンパン ちらし寿司 さつまいもの味噌汁 えびフリッター
具だくさんミネストローネ 生ゆばのお吸い物 鮭のバジル焼き グリーンサラダ
えびグラタン かにクリームコロッケ・かぼちゃコロッケ レタスコーンサラダ セノビーゼリー
グリーンサラダ 生ほうれん草サラダ ナタデココ
牛乳 ひなまつりデザート

夕食 ごはん ごはん さんさいうどん ごはん ごはん
白菜のしょうがスープ えのきとわかめの味噌汁(赤だし) いなりずし2個 肉豆腐 白菜のトマトスープ
鶏肉と大根の煮物 焼き肉(選べるたれ) 豚しゃぶサラダ たこやき ハンバーグ(選べるソース)
サラダ菜トマトサラダ グリーンサラダ フルーツ白玉 グリーンサラダ グリーンサラダ
いちごのムース エクレア エッグタルト 牛乳

6日 7日 8日休校日 9日 10日 11日 12日
朝食 焼き鮭 チキンのオーブン焼き 調理パン等(セレクト) チーズ肉団子 ハッシュドポテト 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 ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ ウインナー グリーンサラダ
牛乳 ごはん・パン・チョコクリスピー 牛乳 グリーンサラダ 牛乳
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 牛乳 ごはん・パン・コーンフレーク

ジャム ジャム ジャム ごはん・パン・コーンフレーク ジャム
しそひじき バター ヨーグルト ジャム パンケーキ
スープ 味噌汁 ココア スープ スープ
味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん しょうゆラーメン･ 麻婆丼 チーズパン 麦ご飯 ゆかりごはん お弁当
豆腐とわかめの味噌汁 ミニピザまん 厚揚げとほうれん草の味噌汁 フレンチトースト キャベツと豚肉の味噌汁 豚肉と白菜のうま煮
チキン南蛮 中華もやしサラダ グリーンサラダ 鶏肉と野菜のトマト煮 あじの唐揚げ なすはさみ揚げ3個
サラダ菜クルトンサラダ 牛乳プリン りんご コーンコロッケ2個 千切りキャベツサラダ グリーンサラダ
コーヒーゼリー グリーンサラダ とろろ はちみつレモンカットゼリー

オレンジジュース
夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん 皿うどん ごはん 豚丼

えのきと白菜の味噌汁 じゃがいもといんげんの味噌汁 白菜と卵の味噌汁 豚もやしスープ ぎょうざ 厚揚げと小松菜の味噌汁 ポテトサラダ
豚肉しょうが焼き ハーブチキン 豚肉の塩ダレ炒め さばのしょうが煮 グリーンサラダ 牛肉のしょうが炒め クルトンサラダ
グリーンサラダ グリーンサラダ リーフレタスサラダ グリーンサラダ 野菜ジュース グリーンサラダ ライチゼリー
焼きプリンタルト キャンディーチーズ スイートポテト わらびもち アロエヨーグルト

13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日中学卒業式
朝食 ケチャップ肉団子 甘口卵焼き ハムチーズピカタ 照り焼きチキン スクランブルエッグ・ウインナー チキンハンバーグ チキンのオーブン焼き

ゆでブロッコリー＆ミニトマト 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 グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト

牛乳 グリーンサラダ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん・パン・コーンフレーク 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 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 ジャム
ヤクルト ジャム 朝カレー 漬物 選べる茶漬け 納豆 ヨーグルト
スープ スープ 味噌汁 スープ スープ 味噌汁 ココア
味噌汁 味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁

昼食 ごはん WhiteDayメニュー ごはん ごはん ツナマヨエッグトースト フォカッチャ ごはん
具だくさんミネストローネ フェットチーネクリームパスタ 根菜の味噌汁 わかめと豆腐・ねぎの味噌汁(赤だし) ポトフ風スープ ビーフシチュー ちくわと三つ葉のすまし汁
ひき肉とじゃがいものオムレツ エビフライ 鮭のホイル焼き とんかつ(選べるソース) クランチポテト えびフリッター 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 千切りキャベツサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ ミモザサラダ グリーンサラダ
オレンジ いちごのムース ババロアシュー コーヒー牛乳 牛乳 カップチーズケーキ コーヒー牛乳

バター
夕食 キーマカレー ごはん ごはん ごはん ほうとう風うどん ごはん 牛丼

カリフラワーとえびのマリネ 厚揚げといんげんの味噌汁 白菜とにんじんのスープ 鶏つみれとみつばのすまし汁 ス）れんこんのはさみ揚げ キャベツとえのきの味噌汁 じゃがいもとわかめの味噌汁
じゃがいものホイル焼き オニオンソースハンバーグ 鶏のさっぱりジンジャー煮 さばの味噌煮 グリーンサラダ トンテキ れんこんのきんぴら
牛乳 グリーンサラダ 生ほうれん草のアーモンドサラダ グリーンサラダ ぼたもち グリーンサラダ グリーンサラダ

りんご 手作りマンゴープリン みかん はちみつレモンゼリー

2023年 3月 月間献立表

3/20～春休み オーダー食

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。

今年度も残りわずかですね。今の学年でいられる最後の一か月を元気で過ごせるよう、体調管理に気を付けてくだ

さい。

3/3はひな祭りメニューとなります。ちらし寿司やひな祭りのデザートを提供します。
また、3/14はホワイトデーです。学園生に人気のメニューをご用意しますので、楽しみにしていてくださいね♪

3/1は高校卒業式ですね。高校三年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。夢に向かい大きく羽ばたいていく
皆さんを見送れることを、大変誇りに思います。卒業しても、頑張ってください。


