
1日分

副菜 Kcal
ピザトースト　　ハッシュドポテト 焼きうどん　　スライストマト 茶碗蒸し

野菜コンソメスープ　　牛乳 味噌汁 定食 ふろふき大根

鯖の味醂焼き　　キャベツとツナの和え物 チキンドリア　　カラフルサラダ 海老焼売

ご飯　　味噌汁　　牛乳 オニオンスープ　　キャラメルプリン 定食 スパゲティサラダ

目玉焼き　　アスパラとベーコンのソテー　　 お好み焼き　　ヒレカツ＋選べる揚物 じゃが芋のガレット

パンｏｒご飯　　クリームスープ　　牛乳 中華スープ 定食 パプリカのマリネ

にゅうめん　　金平ごぼう 具沢山サンド　　フライドポテト 竹輪サラダ天

胡瓜のおかか和え　　野菜ジュース 野菜コンソメスープ　　 定食 キャベツのガーリックソテー

鶏そぼろ　　サケフレーク　　大根葉のお浸し 海老のかき揚げ　　豚しゃぶサラダ

ご飯　　味噌汁　　牛乳 ご飯　　味噌汁 定食

ホットドッグ　　パンプキンサラダ ミックスフライ　　若芽とえのきのポン酢和え 海老マヨ

野菜コンソメスープ　　牛乳 ご飯　　味噌汁 定食 カクテキ

鰆の西京焼き　　厚焼き玉子 だんご汁　　ひじき煮 五目金平

ご飯　　すまし汁　　アップルジュース 鶏めし　 定食 青梗菜とツナのお浸し

オムレツ　　オニオンリング　　ミニサラダ 豚肉の生姜焼き　　ナポリタン　　ベーコンとエリンギの炒め Ａ 牛皿 ブロッコリーのペペロンチーノ 2,945
パンｏｒご飯　　ミネストローネ　　牛乳 枝豆サラダ　　法蓮草の胡麻和え　　ご飯 弁当 Ｂ サケフライ 胡瓜とトマトの中華和え 2,849
明太子　　高菜炒め クレイジーソルトチキン　　豆腐の挽肉包み揚げ　　ニラもやし カニ焼売

ご飯　　味噌汁　　牛乳 根菜ミートソース　　大根葉のおろし和え　　ご飯 弁当 さつま芋の甘辛漬け

チキンナゲット　　オレンジ 牛焼肉　　帆立フライ　　烏賊のピリ辛塩炒め 大根サラダ

パンｏｒご飯　　パンプキンポタージュ　　牛乳 桃まん　　白菜の浅漬け　　ご飯 弁当 アセロラゼリー

朝カレー　　温泉卵 白身魚の七味マヨ焼き　　鶏つくね　　竹輪の甘辛炒め 海老団子の野菜あんかけ

ご飯　　中華スープ　　ジョア 焼豚マリネ　　ミニケーキ　　ご飯 弁当 大学芋

牛肉と白滝の甘辛煮　　冷奴 トマトソースパスタ　　グリーンサラダ シーザーサラダ

ご飯　　味噌汁　　牛乳 パン　　オニオンスープ 定食 春巻き

ウインナースクランブル　　コールスロー ニラ豚炒め　　蓮根はさみ揚げ　　チーズサラダ 玉子豆腐

パンｏｒご飯　　オニオンスープ　　牛乳 玉葱と若芽の中華和え　　高菜　　ご飯 弁当 けんちん汁

肉じゃが　　オクラのおかか和え タンドリーチキン　　白身フライ　　法蓮草とベーコンのソテー キッシュ

ご飯　　味噌汁　　ヤクルト 大豆の五目煮　　フルーツシロップ漬け　　ご飯　 弁当 ブロッコリーのマヨ和え

ハムカツ　　ミニサラダ ポークケチャップ　　焼ちゃんぽん　　卯の花 チャプチェ

パンｏｒご飯　　コーンポタージュ　　牛乳 茄子の甘酢和え　　浅利のしぐれ煮　　ご飯 弁当 胡瓜の浅漬け

豚肉の卵炒め　　ゴボウサラダ タッカルビ　　笹蒲鉾の磯辺揚げ　　もやしと揚げの炒め マカロニサラダ

ご飯　　味噌汁　　牛乳 いんげんの胡麻和え　　蟹蒲玉子ロール　　ご飯 弁当 チーズフライ

キャベツのクリーム煮　　コーンソテー 回鍋肉　　梅しそチキン　　コーンのイタリアン和え Ａ すき焼き キノコのピリ辛炒め 2,763
パンｏｒご飯　　牛乳 帆立のバター醤油　　たくあん　　ご飯 弁当 Ｂ 鯖の味噌煮 温泉卵 2,961
鶏肉の照焼き　　明太ポテト 牛肉炒め　　青梗菜のナムル チョレギサラダ

ご飯　　味噌汁　　オレンジジュース ご飯　　味噌汁 定食 はんぺんの天ぷら

蟹入り雑炊　　法蓮草の挽肉和え ポークカレー　　トマトと大葉のポン酢和え イカのオイスター炒め

フルーツポンチ　　牛乳 ナン　　オニオンスープ 定食 ミニそば

セルフサンド　　バナナ 鶏肉の味噌焼き　　ビーフン炒め　　ブロッコリーの明太マヨ 白菜の塩昆布和え

野菜コンソメスープ　　牛乳 海老団子の鹿の子揚げ　　大根とツナの青じそ和え　　ご飯 弁当 ニラ玉

鶏肉の塩焼き　　丸天と小松菜の炒め 豚肉のスタミナ炒め　　ポテト餅　　炒り豆腐 春雨の中華和え

ご飯　　味噌汁　　ヨーグルト しらすとキャベツの酢の物　　しば漬け　　ご飯 弁当 とろろ

ロールキャベツ　　スパニッシュオムレツ　　ミニサラダ チキンのレモンペッパー焼き　　塩焼きそば　　ハムともやしの炒め Ａ 牛肉とごぼうのしぐれ煮 もずく酢 2,784
パンｏｒご飯　　牛乳 竹輪明太バター　　中華クラゲ　　ご飯 弁当 Ｂ アジの蒲焼き 揚げたこ焼き 2,855
豚肉の甘辛味噌炒め　　白菜の胡麻和え サケの塩焼き　　メンチカツ　　切干大根煮 トマトサラダ

ご飯　　すまし汁　　牛乳 貝柱と小松菜の炒め　　杏仁豆腐　　ご飯 弁当 ショコラプリン

ジャーマンポテト　　野菜サラダ プルコギ　　ピザ春巻き　　錦糸焼売 ざる豆腐

コーンフレークｏｒご飯　　きのこスープ　　牛乳 ささみと胡瓜のゴマドレ和え　　昆布の佃煮　　ご飯 弁当 南瓜煮

アジの味醂焼き　　肉味噌　 フレンチトースト　　ウインナーソテー ごぼうの唐揚げ

ご飯　　味噌汁　　ぶどうジュース 具沢山スープ 定食 いなり寿司

具沢山豚汁　　じゃこの佃煮 ビーフシチュー　　ミモザサラダ ペンネアラビアータ

キウイフルーツ　　ご飯　　牛乳 野菜コンソメスープ 定食 胡瓜の甘酢漬け

チーズスクランブル　　水菜サラダ エビチリ　　コーンコロッケ　　ミニ肉まん

パンｏｒご飯　　野菜コンソメスープ　　牛乳 キャベツソテー　　青梗菜としめじのラー油和え　　ご飯 弁当

筑前煮　　キャベツの塩昆布和え 煮込みハンバーグ　　千草焼き　　法蓮草とコーンのソテー

ご飯　　味噌汁　　ジョア シーフードマリネ　　薩摩芋の甘煮　　ご飯 弁当

南瓜の挽肉サンドフライ　　野菜サラダ フライドチキン　　チリコンカン　　青梗菜とウインナーの炒め Ａ 八宝菜 季節のフルーツ 2,964
パンｏｒご飯　　オニオンスープ　　牛乳 たこ焼き　　七味蒟蒻　　ご飯 弁当 Ｂ エビフライ 鶏肉とニラのピリ辛味噌炒め 2,867
肉野菜炒め　　ツナのマヨ和え チンジャオロース　　イカリングフライ　　金平蓮根

ご飯　　味噌汁　　牛乳 小籠包　　高菜　　ご飯 弁当

ポトフ　　アジナゲット 豚骨ラーメン　　餃子 ミートボールのトマト煮

パンｏｒご飯　　牛乳 炒飯 定食 ブロッコリーのおかか和え

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊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・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。

　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　 ＊5/24の朝食は、コーンフレークかご飯が選べます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊5/4.19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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊5/25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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火 2,933

11

豚カツ

3,126

豚肉のサムジャン焼き

土

13 月

水8

15 水 3,007

土
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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。

5日(日)夕食：端午の節句ディナー★

16日(木)夕食：いつもと一味ちがう特製ハンバーグを提供します！

19日(日)夕食：大分県の有名からあげ店『もり山』のからあげを提供します！

23日(木)夕食：5月生まれお誕生日の寮生はケーキ付き(^^)

24日(金)夕食：地産地消の日★唐津で作っているざる豆腐

を提供します!

28日(火)夕食：サラダバイキング♪

30日(木)夕食：勝ち飯メニュー！高校総体頑張ってね(^^)

★食記念日(◍•ᴗ•◍)★

６日：コロッケの日・12日：アセロラの日・29日：蒟蒻の日

「ビタミンCの王様」と呼ばれるほど

果物の中で圧倒的に多くのビタミ

ンCを含む果実です。強い抗酸化

作用を発揮し、老化・病気の予防

や目の健康維持、美肌・美白効果

に働きかけます。
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