
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日 5日こどもの日 6日

朝食 フレンチトースト ごはん コーンフレーク・牛乳 選べる茶漬け 調理パン等(セレクト) ごはん
野菜スープ わかめと葱の味噌汁 プチウインナードッグ だし巻卵 麩とねぎの味噌汁
チーズ肉団子 野菜の焼きつくね 野菜とベーコンのソテー アスパラソテー・ いかと野菜のチヂミ
ゆでブロッコリー＆ミニトマト 白菜の煮びたし おかわりバナナ りんごジュース ほうれん草のおひたし
牛乳 納豆 おかわり朝カレー 味付きのり

昼食 冷やしうどん オムライス(デミoｒトマト) ごはん ごはん ごはん 食パン
ゆで豚サラダ 春キャベツのスープ 具だくさん汁 大根と豚肉の味噌汁 わかめと豆腐の味噌汁 キューピーいちご＆マーガリン

抹茶プリン 野菜コロッケ ぶりの照り焼き エビチリ 豚キムチ炒め ビーフシチュー
しそ巻きぎょうざ いかリング グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ グリーンサラダ チキンナゲット

牛乳 ナタデココ コーヒー牛乳 柏もち グリーンサラダ
グリーンサラダ 牛乳

夕食 ロコモコ丼 ごはん 焼肉丼 坦々麺 ごはん ごはん
プチトマトのカプレーゼ 小松菜と揚げの味噌汁 紅しょうがと山芋の落とし揚げ 小龍包 白菜と卵の具だくさんスープ 豆腐とわかめの味噌汁
クランチポテト 牛肉と大根の煮物 千切りキャベツサラダ 小松菜とささみのおひたし ハンバーグ(選べるソース) 焼きメンチカツ･から揚げ

コーヒー牛乳 サニーレタスとかにかまのサラダ バニラアイス 杏仁豆腐 シンプルサラダ 千切りキャベツサラダ
おかわりスープ オレンジ いちごのムース アセロラゼリー

7日 8日 9日 10日 11日 12日休日 13日

朝食 チョコクリスピー・牛乳 ごはん ピタパン ごはん ホットケーキ 調理パン等(セレクト) ごはん
プレーンオムレツ 厚揚げとほうれん草の味噌汁 ポトフ風スープ 豆腐と葱の味噌汁 牛乳 小松菜と揚げの味噌汁
ポテト＆ベーコン 鶏レバー入り肉団子 目玉焼き アスパラベーコン巻き ささみと野菜のスープ 甘口卵焼き
具だくさんミネストローネ 春雨サラダ テリチキ 野菜炒め えびグラタン ウインナー

鮭フレーク ミックスサラダ カットパイン ゆでブロッコリー＆ミニトマト れんこんとちくわのきんぴら

コーヒー牛乳 ヨーグルト
昼食 ごはん とんこつ醤油ラーメン ごはん カレーライス ごはん お弁当 ごはん

大根と葱の味噌汁 ぎょうざ 噌チゲ鍋風スープ いかリング 白菜と豚肉の味噌汁 花かまぼこのすまし汁
チーズささみフライ 水菜とささみのごまサラダ さんまのかば焼き風 シンプルサラダ 鮭のタルタルソース 豚肉のにんにくみそ焼き
いわし梅しそフライ 牛乳 スナップエンドウのサクサク醤油かけ オレンジジュース グリーンサラダ グリーンサラダ
千切りキャベツサラダ ミルメーク（いちご） ナタデココ プチシュークリーム ゴールドキウイ
オレンジ

夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん トマトクリームスパゲティ ごはん ごはん
けんちん汁 のっぺい汁 肉豆腐 豚汁 レモンバジルチキン マカロニスープ 麻婆豆腐
グリルチキン 豚バラ大根 たこやき 豆腐ハンバーグ シンプルサラダ ロールキャベツ(選べるソース） 白玉ぎょうざ
グリーンサラダ サニーレタスとかにかまのサラダ シンプルサラダ グリーンサラダ 野菜ジュース グリーンサラダ レタスきゅうりサラダ
フル―チェ パンナコッタ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

14日 15日 16日 17日 18日 19日保護者総会 20日体育祭

朝食 コーンフレーク・牛乳 選べる茶漬け ミニ食パン ごはん フルーツブランフレーク･牛乳 ごはん
スコッチエッグ 鶏つくね ミニメロンパン 麩とねぎの味噌汁 プチウインナードッグ しょうが豆乳スープ
野菜のスパゲティサラダ アスパラサラダ スクランブルエッグ 根菜入り鶏つくねハンバーグ ゆでブロッコリー＆ミニトマト チキンのオーブン焼き お楽しみ献立
おかわりバナナ りんごジュース 菜の花とシーチキンのサラダ 小松菜とささみのソテー 白菜のトマトスープ ミックスサラダ

おかわり朝カレー 牛乳 味付きのり 野菜ジュースミニ
ポトフ風スープ

昼食 ごはん ジャージャー麺 ごはん ハヤシライス ごはん お弁当 お弁当
豆腐とわかめの味噌汁 えび海鮮ぎょうざ わかめと豆腐・ねぎの味噌汁(赤だし) スペイン風オムレツ 厚揚げとねぎの味噌汁
さばの塩焼き チンゲン菜の中華和え 鶏のからあげ シンプルサラダ ぶりの塩焼き
グリーンサラダ フルーツ杏仁 千切りキャベツサラダ 牛乳 ほうれん草と豚肉のおひたし

筑前煮 カットマンゴー ショートケーキ大福

夕食 麦ご飯 ごはん ごはん ごはん 鯛塩ラーメン 豚丼
大根の味噌汁 精進汁 肉じゃが(メイン) 野菜味噌汁 肉野菜炒め 選べるトッピング
ゆで豚の選べるソース 鶏肉の焼き鳥風 にらまんじゅう 豚肉しょうが焼き 中華ポテト 今川焼(卵/はちみつ) お楽しみ献立
グリーンサラダ シンプルサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ 牛乳 水菜の韓国風サラダ
牛乳 コーヒー牛乳 はちみつレモンゼリー 納豆 牛乳
おかわりとろろ

21日振替休日 22日振替休日 23日 24日 25日 26日 27日

朝食 調理パン等(セレクト) 調理パン等(セレクト) ごはん フルーツグラノーラ･牛乳 ごはん イングリッシュマフィン 調理パン等(セレクト)
じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 ケチャップ肉団子 大根と揚げの味噌汁 オレンジデニッシュ
だし巻卵 野菜とベーコンのソテー 若鶏のごま照り焼き ハムステーキ
ウインナー おかわりスープ ゆでブロッコリー＆ミニトマト スライスチーズ
小松菜とちくわの炒めもの 味付きのり レタストマトサラダ
ヤクルト コーンスープ

コーヒー牛乳
昼食 カレーライス オム焼きそば クロワッサン・くるみレーズンパン ごはん ごはん ナシゴレン お弁当

ナタデココ ぎょうざ ポトフ風スープ チンゲン菜とかにかまのスープ 白菜と卵の具だくさんスープ えびフリッター
ノンフライチキン カットパイン マカロニグラタン チンジャオロース 白身魚のフライ(選べるソース) シンプルサラダ
おかわりサラダ おかわりサラダ グリーンサラダ もちもち水餃子 千切りキャベツサラダ フル―チェ・

おかわりスープ コーヒー牛乳 シューアイス オレンジ

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 ごはん
具だくさん汁 わかめと豆腐・ねぎの味噌汁 根菜の味噌汁 豆腐と葱の味噌汁 角煮入りちまき さつまいもの味噌汁 里芋と白菜のクリームシチュー

サーモンソテー 牛焼き肉(選べるたれ) チキン竜田 豚肉のスタミナ焼き もやしのナムル グリルチキン ハンバーグ(選べるソース)
グリーンサラダ シンプルサラダ シンプルサラダ グリーンサラダ 牛乳 グリーンサラダ グリーンサラダ
コーヒー牛乳 おかわりキムチ 切干大根 抹茶プリン プリン カットパイン

28日 29日 30日 31日

朝食 コーンフレーク・牛乳 選べる茶漬け ごはん ごまロール
たまごとかぼちゃのチーズ焼き 野菜炒め 厚揚げと小松菜の味噌汁 チョコデニッシュ
野菜のスパゲティサラダ 味噌だれ肉団子 焼き鮭 トマトコンソメスープ
おかわりスープ ヨーグルト アスパラサラダ チキンのオーブン焼き

おかわり漬物 納豆 ミックスサラダ

牛乳
昼食 ごはん 鶏そば(ラーメン) コッペパン ビビンバ

白玉入りけんちん汁 春巻き 鶏肉と野菜のトマト煮 スナップエンドウのサクサク醤油かけ

さばの味噌焼き れんこんのはさみ揚げ 野菜のキッシュ 小龍包
レタスきゅうりサラダ 千切りキャベツサラダ シンプルサラダ グレープジュース
ゴールドキウイ 牛乳 牛乳

ジャム
夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん

麩とわかめの味噌汁 かぼちゃの味噌汁 なめこと三つ葉の味噌汁 わかめと豆腐・ねぎの味噌汁

豚バラ大根 鶏肉の焼き鳥風 豚キムチ炒め ぶりの照り焼き
シンプルサラダ グリーンサラダ 水菜の韓国風サラダ キャベツとささみの和え物

コーヒー牛乳 チーズタルト 水ようかん ひじき炒り煮

2018年 5月 関西校 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。
5月はアスパラや菜の花、ゴールドキウイなどの旬の食材を取り入れたメニューになっています。体育祭がある5月20日の朝食・夕食は、生徒の皆さんに協力してもらい、ア

ンケートでメニューを決めます。どんなメニューになるか楽しみですね♪体育祭練習期間はお酢を使たビネガードリンクを夕食時おかわりコーナーに提供します。お酢には

「疲労回復効果」「食欲増進効果」など疲れた体に効く力がいっぱい！生徒の皆さんが、元気に体育祭に挑めるように食事の面からサポートしていきたいと思います。

☆ビネガードリンク提供期間 5月14日(月)夕食～5月21日(月)夕食おかわりコナーにて☆


