
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日

朝食 基本 ホットケーキ ごはん 調理パン
ささみと野菜のスープ しらす おにぎり
チーズ肉団子 大根おろし 選べる飲み物ゼリー

レタストマトサラダ 野菜味噌汁 おかわり用ごはん味噌汁

牛乳 肉巻きごぼう

春雨サラダ

昼食 基本 ごはん ごはん えびだし塩焼きそば

えのきとにら味噌汁 豆腐と葱の味噌汁 わかめと大根のスープ

あじの南蛮漬け チキンステーキ 中華くらげサラダ

生ほうれん草サラダ シーザーサラダ 冷凍パイン

筑前煮 飲むヨーグルト

夕食 基本 つけ麺 ごはん ごはん

ゆで卵 押し麦のジンジャースープ かぼちゃの味噌汁

豆腐焼売 さばの味噌煮 牛焼き肉(選べるたれ)

もやしの中華サラダ チョレギサラダ チンゲン菜のツナ和え

杏仁豆腐 コーヒーゼリー 牛乳

4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日（体育祭）

朝食 基本 選べる茶漬け ごはん チョコクリスピー ごはん クロワッサン2個 ごはん ごはん

肉しゅうまい2個 じゃがいもと玉葱の味噌汁 牛乳 あおさの味噌汁 黒糖パン1個 野菜味噌汁 チョコクロワッサン

さつまいも煮3個 焼き鮭 白菜とベーコンのスープ 黒こしょうチキン 具だくさんオニオンコンソメスープ 豚肉いんげん巻き2個 那須の生卵

菜の花とｼｰﾁｷﾝのｻﾗﾀﾞ(ﾏﾖﾈｰｽﾞ) ほうれん草の胡麻和え 卵とチーズのオーブン焼き 菜の花のおひたし ミニグラタン 小松菜のおひたし 肉じゃが

れんこんのきんぴら 茹でブロッコリー＆ミニトマト ﾌﾙｰﾂﾅﾀﾃﾞｺｺ ベビーリーフサラダ 切干大根の煮物 野菜肉団子

牛乳 ゆでブロッコリー

野菜ジュース

昼食 基本 オリジナルカレー ごはん 十八穀米 フォカッチャ わかめごはん チャーハン お弁当

えびフライ ワンタンスープ キムチ鍋風スープ ホテルバター・牛乳 豆腐と葱の味噌汁 ジンジャースープ

レタスコーンサラダ なすのチリソース炒め アジフライ ビーフシチュー カレイのごま焼き 春巻き

アセロラゼリー ミモザサラダ 千切りキャベツサラダ たまごとｶﾆかまのｻﾗﾀﾞ 水菜とベーコンのサラダ 海藻サラダ

牛乳 ｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ レタストマトサラダ シフォンケーキ生クリームのせ フルーツ杏仁

夕食 基本 ごはん スパゲティミートソース ごはん ごはん 冷やし中華(選べるタレ) お弁当 きつねうどん

わかめと大根のスープ トッピング 里芋と揚げの味噌汁 すいとん もち米肉団子 ノンフライチキン

焼きとり ハッシュドポテト 豚肉のスタミナ炒め さわらの山椒焼き チンゲン菜のツナ和え レタストマトサラダ

サニーレタスサラダ チキンナッツサラダ 生ほうれん草サラダ チョレギサラダ 牛乳 アイスクリーム

牛乳 紫の野菜ジュース フルーチェ(ﾐｯｸｽﾍﾞﾘｰ) ｵﾚﾝｼﾞ

11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日

朝食 基本 調理パン ごはん 黒糖食パン ごはん ブランフレーク・牛乳 ごはん 調理パン
おにぎり 白菜と揚げの味噌汁(大豆・みそ) じゃがいもと玉葱のスープ ふのりと揚げの味噌汁 ミートオムレツ えのきとにら味噌汁 おにぎり
牛乳 根菜ハンバーグ ミニラザニア チキンステーキ ブロッコリーサラダ アスパラベーコン巻き２個 選べる飲み物ゼリー

もやしの中華サラダ ベビーリーフサラダ 小松菜のおひたし バナナ キャベツのおかか和え おかわり用ごはん味噌汁

鮭フレーク 牛乳 ヨーグルト かぼちゃのクリームスープ とろろ

昼食 基本 ごはん ごはん ごはん ﾂﾅﾏﾖｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ 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 大根とにんじんの味噌汁 ABCスープ 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 チーズミルフィーユカツ レタスきゅうりサラダ 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 千切りキャベツサラダ 骨付きウインナー サラダ菜サラダ シンプルサラダ 焼きﾄﾞｰﾅﾂ

瀬戸内レモンムース かぼちゃｻﾗﾀﾞ アメリカンチェリー 牛乳 ピーチカットゼリー 宇治抹茶のわらび餅

夕食 基本 ごはん ナポリタン 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 フライドポテト 肉豆腐 麩と葱の味噌汁 とり天ぷら 豆腐と葱の味噌汁 里芋と揚げの味噌汁

回鍋肉 シーザーサラダ 白玉ぎょうざ3個 和風おろしハンバーグ 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 牛乳 牛乳 ｵﾚﾝｼﾞ

18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日

朝食 基本 バーガーバンズ ごはん ごはん コーンフレーク ごはん ミニ食パン 調理パン
目玉焼き しらす・大根おろし 厚揚げとわかめの味噌汁 牛乳 麩と絹さやの味噌汁 ブルーベリーマフィン おにぎり
テリチキサラダ えのきと葱の味噌汁 若鶏のごま照り焼き ハッシュドポテト さんまのかつお節煮 マカロニスープ 選べる飲み物ゼリー

ポトフ風スープ 肉野菜炒め 小松菜とさつま揚げの煮びたし ほうれん草ベーコンソテー もやしの中華サラダ ガーリックバターチキン2個 おかわり用ごはん味噌汁

牛乳 マカロニサラダ ホワイト乳酸菌 デニッシュ食パン2枚 きんぴらごぼう 茹でブロッコリー＆ミニトマト

牛乳

昼食 基本 わかめごはん ごはん 黒糖きなこ揚げパン 十八穀米 ごはん 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 たまごスープ 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 チーズハンバーグ 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 ツナサラダ菜サラダ バンバンジー風サラダ 牛乳

中華ポテト シューアイス 牛乳 ｵﾚﾝｼﾞ かぼちゃプリン じゃがいもとうずらの甘辛煮 スイートポテト

夕食 基本 かき揚げ丼 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

アスパラのイタリアンサラダ しそ巻きぎょうざ3個 チャプチェ 野菜味噌汁 れんこんのはさみ揚げ たこときゅうりのキムチ和え 豆腐とかにかまの中華ｽｰﾌﾟ

ピーマンと牛肉の甘辛炒め 三色ナムル チョレギサラダ 豚肉のねぎ塩炒め シンプルサラダ 水菜と春雨のサラダ 焼き肉

ｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ 牛乳 フルーツ白玉 アスパラのグリーンサラダ 牛乳 ヨーグルト リーフレタスサラダ

牛乳 抹茶プリン

25日 26日 27日 28日 29日 30日

朝食 基本 ごはん ごはん ごはん ﾌﾙｰﾂ･ｸﾞﾗﾉｰﾗ ごはん ごはん

あおさとえのきの味噌汁 麩と葱のすまし汁 白菜と揚げの味噌汁(大豆・みそ) 牛乳 炒めキャベツのオニオンスープ わかめと葱の味噌汁

レバー入り肉団子 あじ西京焼き 野菜オムレツ かぼちゃのプチグラタン レモンバジルチキン たまご焼き2個

白菜とさつま揚げの煮物 ｷｬﾍﾞﾂとひき肉のみそ炒め エリンギピーマンソテー えびとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ 茹でブロッコリー＆ミニトマト 赤ウインナー2本

牛乳 納豆 りんごジュース バナナ 鮭フレーク 野菜炒め・ヨーグルト

昼食 基本 ごはん 麦ご飯 食パン・牛乳 ごはん ごはん 5色まぜごはん

豚もやしスープ 豆腐と小松菜の味噌汁 ブルーベリー＆マーガリン 酸辣湯 ジンジャースープ 肉じゃが

メバルの煮つけ 牛肉のしょうが炒め たことひよこ豆のトマト煮 チンジャオロース えびカツ たこやき3個

切り干し大根のサラダ パリパリわんたんサラダ 骨付きチキン2個 トマトの中華風サラダ 千切りキャベツサラダ サラダ菜サラダ

みたらし団子 牛乳 ベビーリーフサラダ ごまだんご ｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ 牛乳

夕食 基本 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

クランチポテト ちくわの磯辺揚げ2個 わかめと大根のスープ キャベツと豚肉の塩麹スープ キッシュ 豆腐となめこの味噌汁

シンプルサラダ 小松菜ナムル 豚肉みそ漬け焼き さばの味噌煮 レタスきゅうりサラダ プルコギ

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(ｱｰﾓﾝﾄﾞ) 牛乳 キャベツと水菜のサラダ

切り干し大根の煮物 牛乳 冷凍パイン

ハートフルキッチン

2018年 6月 月間献立表


