
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日 5日 6日
朝食 ケチャップ肉団子 しょうゆチキン チキンナゲット チキンハンバーグ チーズオムレツ 調理パン等(セレクト)

ゆでブロッコリー 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 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 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・フルグラ
ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム
鮭フレーク 味付きのり 納豆 生卵 鶏そぼろ
スープ スープ スープ スープ スープ
味噌汁 味噌汁 味噌汁 キャベツと揚げの味噌汁 味噌汁

昼食 サラダうどん 菜めし ハヤシライス ごはん 麻婆丼 稲庭風うどん
えび海鮮ぎょうざ 生ゆばのお吸い物 クランチポテト わかめスープ いかリング 豚角煮入りちまき
スナップエンドウのサクサク醤油かけ さばの塩焼き グリーンサラダ 焼き肉(選べるたれ) グリーンサラダ おかわりサラダ
ショートケーキ大福 グリーンサラダ りんごジュース グリーンサラダ 桃の杏仁豆腐 牛乳

2色プチシュー オレンジ

夕食 かき揚げ丼 ごはん ごはん トマトの冷製パスタ ごはん ごはん
旨辛チキン3個 わかめスープ なめこの味噌汁 骨付きガーリックチキン さつまいもの味噌汁 肉豆腐
レタスきゅうりサラダ 豚肉のカレー醤油炒め 豚バラ大根 グリーンサラダ グリルチキン(選べるソース) えび海鮮ぎょうざ
マンゴープリン グリーンサラダ ミモザサラダ バニラアイス グリーンサラダ ゆでスナップエンドウ

牛乳 チーズタルト 宇治抹茶わらび餅 コーヒー牛乳

7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日
朝食 チキンのオーブン焼き ハッシュドポテト 照り焼きチキン ピカタ レモンバジルチキン ベーコンスクランブルエッグ 調理パン等(セレクト)

ゆでブロッコリー＆ミニトマト ウインナー 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 グリーンサラダ
ごはん・パン・コーンフレーク グリーンサラダ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
牛乳 牛乳 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

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
朝カレー ジャム 味付きのり しらす 選べる茶漬け 納豆
味噌汁 スープ スープ スープ キャベツと揚げの味噌汁 スープ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 ごはん 冷やし中華 ごはん ごはん タコライス ごはん オム焼きそば

じゃがいもとわかめの味噌汁 鶏のからあげ にらと卵の味噌汁 味噌チゲ鍋風スープ トマトアスパラサラダ マカロニスープ わかめスープ
豚肉しょうが焼き レタスにんじんサラダ グリルチキン アジフライ エッグタルト チーズインハンバーグ えびしゅうまい2個
レタスきゅうりサラダ カットマンゴー グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ 牛乳 ミモザサラダ 牛乳
アセロラゼリー ゴールドキウイ ソフールヨーグルト ルビーグレープフルーツゼリー

夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん オム焼きそば ごはん ごはん
麩とねぎの味噌汁 中華たまごスープ わかめスープ 豆腐とわかめの味噌汁 ぎょうざ 豚汁 厚揚げと大根の味噌汁
メンチカツ 酢豚 牛肉のにんにく醤油炒め 豚肉の山賊焼 グリーンサラダ 鮭のマヨチーズ焼き 骨付きガーリックチキン
グリーンサラダ グリーンサラダ ポテトサラダ グリーンサラダ 牛乳 グリーンサラダ キャベツと水菜のサラダ
牛乳 紫の野菜ジュース かぼちゃプリン コーヒー牛乳 おかわりスープ ペアクリームワッフル りんごとカルピスゼリー

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
朝食 チーズ肉団子 チキンのオーブン焼き だし巻卵 照り焼きチキン プチウインナードッグ チーズオムレツ 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 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
牛乳 牛乳 グリーンサラダ 牛乳 牛乳 牛乳
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 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 ジャム ごはん・パン・チョコクリスピー ジャム ジャム ジャム
ミニパンケーキ ごま昆布 ジャム しらす 生卵 味付きのり
味噌汁 スープ 朝カレー スープ アイスココア スープ

味噌汁 白菜と揚げの味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 ハヤシライス なすとひき肉のボロネーゼ風 ごはん 牛丼 ごはん ごはん お弁当

えびフリッター フライドポテト 白玉入りけんちん汁 わかめとえのきの味噌汁 もやしと葱の味噌汁 白菜と豚肉の中華スープ
グリーンサラダ グリーンサラダ さばのしょうが煮 豆腐焼売 豚肉のにんにくみそ焼き 鶏肉のおろし煮
コーヒー牛乳 コーヒー牛乳 グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ

抹茶プリン ゴールドキウイ 牛乳 カットマンゴー

夕食 ごはん ごはん ごはん 麦ご飯 魚介とんこつラーメン 豚丼 ごはん
豆腐と葱の味噌汁 キャベツと豚肉の味噌汁 肉じゃが(メイン) 具だくさん味噌汁 もち米肉団子 ポテトサラダ マカロニスープ
豚肉のスタミナ焼き サーモンソテー にらまんじゅう ひとくちひれカツ スナップエンドウのサクサク醤油かけ くし切りトマト 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 グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ カットパイン 牛乳 グリーンサラダ
チョコムース ひじき炒り煮 さくらんぼ おかわりとろろ おかわりスープ 牛乳

21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
朝食 チキンナゲット ハムチーズピカタ チキンのオーブン焼き しょうゆチキン たまご焼き ポテト＆ベーコン 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 グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト ウインナー グリーンサラダ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 グリーンサラダ 牛乳
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 牛乳 ごはん・パン・コーンフレーク

ジャム ジャム ジャム ジャム ごはん・パン・コーンフレーク ジャム
選べる茶漬け 納豆 ごま昆布 しらす ジャム 朝カレー
厚揚げといんげんの味噌汁 スープ スープ スープ スープ 味噌汁

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 ナン そうめん ひじきと梅のまぜごはん ロールパン ごはん ごはん ロコモコ丼

キーマカレー 野菜コロッケ ちくわと三つ葉のすまし汁 メープルアーモンドツイスト 厚揚げといんげんの味噌汁 たまごスープ ポテトサラダ
たまごサラダ 春巻き さばの塩焼き ポトフ風スープ 豚肉のピリ辛炒め チキン南蛮 ブロッコリーサラダ
グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ えびグラタン グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ フルーツヨーグルト
牛乳 メロン 黒蜜抹茶ゼリー グリーンサラダ フルーチェ クリームコンフェ

牛乳
夕食 ごはん ごはん ごはん ごはん 肉うどん ごはん ごはん

大根と揚げの味噌汁 具だくさん汁 じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 麩と白菜の味噌汁 れんこんのはさみ揚げ たまごスープ 大根の味噌汁
焼き肉(選べるたれ) 焼き鮭 鶏のからあげ ゆで豚の選べるソース レタスきゅうりサラダ まぐろカツ 鶏肉の焼き鳥風
グリーンサラダ ゆでスナップエンドウ 千切りキャベツサラダ グリーンサラダ アイス大福 グリーンサラダ グリーンサラダ
ナタデココ おかわり切干大根 牛乳 おかわりキムチ コーヒー牛乳 かぼちゃプリン

28日 29日 30日
朝食 ハムステーキ チキンハンバーグ トマトグラタン

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 牛乳 牛乳
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 ジャム ジャム
選べる茶漬け スープ 漬物
キャベツと揚げの味噌汁 味噌汁 アイスココア

しそひじき 味噌汁
昼食 ごはん ペペロンチーノパスタ ココア揚げパン

豚汁 アボカドサラダ 鶏肉と野菜のトマト煮
アジフライ チキンナゲット えびのたまごサラダ
グリーンサラダ コーンスープ 千切りキャベツサラダ
フルーツ白玉 オレンジジュース

夕食 ごはん ごはん ごはん
豆乳スープ 小松菜と揚げの味噌汁 いもといんげんの味噌汁
グリルチキン 牛焼き肉(選べるたれ) 豚肉しょうが焼き
グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ
エクレア 型抜きレアチーズ 水無月

2021年 6月 月間献立表

memo

天候により献立が変更になることがございます。ご了承ください。

6月は、トマト、アスパラ、メロン、マンゴーなど、旬の野菜や果物を取り入れたメニューとなっています。旬の美味しさを味わってください♪

6/7～9は中間考査です。一年生の皆さんにとっては、学園で初めてのテストですね。朝食をしっかり食べて、テストに臨んでください！


