
1日分

副菜 Kcal
ハッシュドポテト　　コーンソテー 牛肉おろしソース　　肉焼売　　ゴボウサラダ トッポギ

パンorご飯　　パンプキンスープ　　ジョア 切干大根の煮物　　昆布の佃煮　　ご飯 弁当 キウイのシャーベット

サケの照焼き　　ポテトサラダ 胡瓜のピリ辛漬け

ご飯　　味噌汁　　牛乳 梅そうめん

蟹入り雑炊　　冷奴 竹輪サラダ天

小松菜のおかか和え　　ヨーグルト 帆立ときのこのバター醤油

ミックススクランブル　　グリーンサラダ ドライカレー　　かいわれ大根のサラダ 串かつ

パンorご飯　　えのきのスープ　　牛乳 ショコラプリン　　オニオンスープ 定食 シーザーサラダ

サバの塩焼き　　金平ゴボウ 牛肉と野菜のおろしポン酢　　帆立フライ　　 Ａ ミートグラタン 2,997
ご飯　　味噌汁　　ジョア もやしと揚げの炒め　　法蓮草の白和え　　昆布　　ご飯 弁当 Ｂ シーフードグラタン 2,922
ミートボール　　コーンソテー 酢豚　　麻婆春雨　　錦糸焼売 ペンネアラビアータ

パンorご飯　　ポタージュスープ　　牛乳 たこ焼き　　焼豚のマリネ　　ご飯 弁当 イタリアンサラダ

にゅうめん　　アジの開き　 回鍋肉　　春巻き　　茄子のピリ辛和え 薩摩揚げ

法蓮草のお浸し　　牛乳 桃まん　　切干大根煮　　ご飯 弁当 胡瓜と帆立の酢醤油和え

ジャーマンポテト　　ウインナーソテー 豚の生姜焼き　　コロッケ　　もやしの炒め 点心セット

コーンフレークorご飯　　オニオンスープ　　牛乳 ウインナー　　小松菜のおかか和え　　ご飯 弁当 彩りナムル

朝カレー　　温泉卵 牛カルビ　　蓮根挟み揚げ　　青梗菜のソテー　

ご飯　　味噌汁　　ヨーグルト 玉葱のマリネ　　グレープフルーツ　　ご飯 弁当

肉野菜炒め　　えのきの酢の物 カルボナーラスパゲティ　　シーフードサラダ 茶碗蒸し

ご飯　　味噌汁　　牛乳 バゲット　　ミネストローネ 定食 焼き茄子

目玉焼き　　トマトサラダ 海老フライ　　チリコンカン　　烏賊の塩炒め もやしの生姜醤油和え

ホットケーキ　　若芽スープ　　アップルジュース 金平ゴボウ　　高菜炒め　　ご飯 弁当 マカロニサラダ

アジの幽庵焼き　　法蓮草の海苔和え タッカルビ　　チャプチェ　　しめじと竹輪の甘辛煮 Ａ チキン南蛮 3,142
ご飯　　味噌汁　　牛乳 胡瓜の酢の物　　ココアワッフル　　ご飯 弁当 Ｂ サバの味噌煮 2,976
ベーコンソテー　　フルーツポンチ ポークソテー　　グラタン　　ポテトサラダ 海鮮チヂミ

パンorご飯　　長葱のスープ　　牛乳 根菜のミートソース和え　　胡瓜の浅漬け　　ご飯 弁当 中華冷奴

厚揚げの肉味噌がけ　　ひじき煮 烏賊の塩炒め　　オムレツ　　中華サラダ 揚げ餃子

ご飯　　味噌汁　　ヨーグルト 小龍包　　ピリ辛もやし 　ご飯 弁当 マンゴープリン

ハッシュドポテト　　水菜とじゃこのサラダ 鶏の照り焼き　　白身魚のチーズ焼き　　ツナサラダ

パンorご飯　　オニオンスープ　　牛乳 白滝明太炒め　　ひじき煮　　ご飯 弁当

烏賊の煮物　　海藻サラダ ヒレカツ　　肉野菜炒め　　　 ラタトゥイユ

ご飯　　味噌汁　　ヤクルト ご飯　　味噌汁 定食 グリーンサラダ

具沢山味噌汁　　サワラの西京焼き 唐津バーガー　　フライドポテト 笹蒲鉾の天ぷら

丸天と小松菜の炒め　　牛乳 ミニサラダ　　野菜コンソメスープ 定食 トマトとオクラの青じそ和え

ハムスクランブル　　ミニサラダ ガパオライス　　選べる副菜 春巻き

パンorご飯　　コーンスープ　　牛乳 コンソメスープ　　オレンジゼリー 定食 炒飯

筑前煮　　大豆のしそ昆布和え ポークチャップ　　焼売　　シーフードマリネ Ａ ピザチキン 2,894
ご飯　　味噌汁　　牛乳 キャベツソテー　　　　ご飯 弁当 Ｂ 海老マヨ 2,946
南瓜挽肉サンドフライ　　グリーンサラダ 塩カルビ　　ミートボール　　春雨サラダ スペシャルデザート☆

パンorご飯　　中華スープ　　ヨーグルト ブロッコリーのカルボナーラ　　ピリ辛もやし　　ご飯 弁当 栗ご飯

明太子　　キャベツと胡瓜の青じそ和え　　 照りマヨハンバーグ　　サケのチーズ焼き　　しらすの酢の物 ざる豆腐

ご飯　　味噌汁　　牛乳 青梗菜のソテー　　マロニーの和え物　　ご飯 弁当 まるぼうろ

オムレツ　　フルーツヨーグルト 白身魚のタルタル焼き　　餃子 海老フリッター

パンorご飯　　オニオンスープ　　牛乳 ツナサラダ　　胡麻団子　　中華クラゲ　　ご飯 弁当 じゃこ入りコールスロー

焼売の野菜あんかけ　　サケフレーク サンドイッチ　　蒸し鶏サラダ 野菜サラダ

ご飯　　味噌汁　　牛乳 エクレア　　野菜コンソメスープ 定食 エリンギのピリ辛炒め

厚揚げのそぼろ煮　　南瓜マヨ和え ラーメン　　ミニサラダ チヂミ

ご飯　　味噌汁　　牛乳 煮卵　　炒飯 定食 春雨の中華和え

ロールキャベツ　　トマトとオクラのサラダ 海老チリ　塩焼きそば　　きのこマリネ 野菜のペペロンチーノ

パンorご飯　　クラムチャウダー　　牛乳 肉まん　　　しらすと大根葉の和え物　　ご飯 弁当 季節のフルーツ

サケの塩焼き　　法蓮草の海苔和え 肉じゃが　　白身魚のふんわり揚げ　　蟹蒲サラダ Ａ 豚肉の味噌焼き 2,934
ご飯　　味噌汁　　ヨーグルト エリンギベーコン炒め　　白菜の胡麻和え　　ご飯 弁当 Ｂ 白身魚の西京焼き 2,827
ベーコン野菜炒め　　グリーンサラダ ミックスフライ　　千草焼き　　きのこのバター醤油 もずく酢

パンorご飯　　ミネストローネ　　牛乳 もやしのカレー風味和え　　魚介のマリネ　　ご飯　 弁当 キャラメルプリン

目玉焼き　　若芽の酢の物 牛焼肉　　梅しそチキン　　小松菜と帆立のお浸し 法蓮草ソテー

ご飯　　味噌汁　　牛乳 ブロッコリーの和え物　　ウインナーソテー　　ご飯　 弁当 ミモザサラダ

ピザトースト　　ツナサラダ　 烏賊の塩炒め　　肉団子の甘酢あん　　海老焼売 手羽元煮

野菜コンソメスープ　　牛乳 もやしとビーフンの炒め　　ナムル　　ご飯 弁当 白玉あんこ

ウインナーソテー　　グレープフルーツ 鶏つくね　　サンマの竜田揚げ　　竹輪和風炒め 長芋の明太のせ

コーンフレークorご飯　　オニオンスープ　　牛乳 葱のチーズ焼き　　法蓮草の白和え　　ご飯 弁当 五目炊き込みご飯

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊仕入れ食材の都合により、一部献立が変更される場合がありますのでご了承ください。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊セルフサンドイッチ、ホットケーキ、ピザトースト以外の月、水、金パンの日の朝食は、

　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　ご飯かパンが選べます。9/9の朝食は、コーンフレークかご飯が選べます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊9/3.29の朝食の主食は主菜も含めた量となる為、主菜として記載しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊9/18.20.30の夕食は主菜や副菜等にボリュームがある為、主食を副菜に記載しています。
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ガリバタチキン
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18 月 ちゃんぽん
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16 土 和風ハンバーグ

水

14 木 冷やし中華 2,563

15 金 ビーフシチュー 3,017

土

24 日

22 金

21 木 県産鶏の油淋鶏

19 火

20 水 白身フライタルタルソース

2 土

3 日 冷しゃぶおろしソース 2,753体育祭弁当

文化祭弁当 カツ丼

4 月 タコライス

9 土

10 日 天ぷら盛り合わせ

7 木

8 金

5 火

6 水

牛丼

麻婆豆腐

朝食 昼食
夕食

主菜

1 金 2,567豆腐チゲ

3,001

ポテトサラダ

2,974

2,846

2,846

2,746

3,049

2,881

2,945

2,946

2,775

2,616

2,765

2,896

3,021

3,061

豚の角煮 2,997

ハヤシライス

選べる副菜

豚キムチ

サラダバイキング

肉うどん

2,764

サラダバイキング

2,795

2,831

3,014

3,146

オムライス

焼きカレー

茶碗蒸し

ジャーマンポテト

ビビンバ

2,649

夕食の主菜は、「A」「B」のどちらかを選択できますが

数に限りがあり選択できない場合もあります。

★食記念日(◍•ᴗ•◍)★

1日：キウイフルーツの日 4日：串かつの日 15日：ひじき煮の
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食物繊維は100g中43.4gとおよそ半分を占めていて、

食物繊維が多そうなごぼうの約7倍も含まれていま

す。腸内環境を整えてくれるので、便秘の解消や老

廃物の排出に効果的！コレステロール値や血圧、血

糖値を下げて、ガン予防にも効果があるようです。
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