
1日分

副菜 Kcal
具沢山豚汁　　ひじき煮　　 シーフードグラタン　　パン 温泉卵

胡瓜の柚子和え　　ご飯　　オレンジジュース ミネストローネ　　ショコラプリン 定食 もずく酢

目玉焼き　　ウインナーソテー　　野菜サラダ 味噌カツ　　トマトと大葉のポン酢和え　　　 海老団子の野菜あんかけ

ご飯　　味噌汁　　牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　 ご飯　　味噌汁　　　 定食 春雨の中華和え

ジャーマンポテト　　水菜サラダ 白身魚のタルタル焼き　　焼きそば　　切干大根煮 青梗菜とツナのお浸し

パンｏｒご飯　　コーンポタージュ　　牛乳 ほうれん草とベーコンのソテー　　大学芋　　ご飯　　　　　　　　　　　　弁当 コーンコロッケ

鶏そぼろ　　サケフレーク　　大根葉のお浸し　　 ビーフジンジャー　　豆腐の挽肉包み揚げ　　金平ごぼう　 トマトとチーズのバジル和え

ご飯　　味噌汁　　ぶどうジュース 桃まん　　胡瓜の浅漬け　　ご飯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁当 ミスタードーナツ

セルフサンド　　バナナ　　 豚肉のスタミナ炒め　　白身フライ　　丸天と蒟蒻の甘辛炒め A 手羽元の唐揚げ スパゲティサラダ 2,894
オニオンスープ　　牛乳 チーズサラダ　　白菜の塩昆布和え　　ご飯 弁当 B 鯖のみぞれ煮 里芋の胡麻味噌和え 3,015
牛肉と白滝の甘辛煮　　玉子豆腐 照焼きハンバーグ　　チリコンカン　　キャベツソテー

ご飯　　味噌汁　　フルーツヨーグルト ブロッコリーのバター醤油和え　　大根とツナの青じそ和え　　ご飯　　　　　　　 弁当

ハムカツ　　野菜サラダ　　 チキンレモンペッパー焼き　　焼ちゃんぽん　　もやしと揚げの炒め 豚じゃが

パンｏｒご飯　　野菜コンソメスープ　　牛乳 パプリカのマリネ　　浅蜊のしぐれ煮　　ご飯 弁当 きな粉白玉

筑前煮　　　コールスロー 牛肉おろしソース　　グラタン　　青梗菜のナムル　　　　　　 胡瓜の甘酢漬け

ご飯　　味噌汁　　コーヒー牛乳 海老団子の鹿の子揚げ　　おかか昆布　　ご飯 弁当 カニ焼売

鯖の塩焼き　　肉味噌　 冷やしうどん　　野菜のかき揚げ　　　 チョレギサラダ

ご飯　　味噌汁　　牛乳 いなり寿司 定食 チーズフライ

オムレツ　　野菜サラダ　　 豚肉の葱塩炒め　　蓮根はさみ揚げ　　小籠包　 ペンネアラビア―タ

パンｏｒご飯　　パンプキンポタージュ　　牛乳 帆立のバター醤油　　杏仁豆腐　　ご飯 弁当 サツマイモサラダ

肉じゃが　　　アジナゲット 鶏肉の山賊焼き　　ビーフン炒め　　胡麻団子　　　　　　　　　　 中華冷奴

ご飯　　味噌汁　　ジョア 大豆の五目煮　　たくあん　　ご飯 弁当 揚げ餃子

ピザトースト　　ミニハンバーグ エビチリ　　メンチカツ　　烏賊のピリ辛塩炒め　　　　　　 A 牛肉とごぼうのしぐれ煮 竹輪の磯辺揚げ 3,055
オニオンスープ　　牛乳 焼豚のマリネ　　大根葉のおろし和え　　ご飯 弁当 B 白身魚のホイル焼き(味噌バター) けえらん 2,986
鶏肉の照焼き　　キウイフルーツ 豚肉の生姜焼き　　帆立フライ　　錦糸焼売 蟹蒲と若布の酢の物

ご飯　　味噌汁　　牛乳 キャベツの塩昆布和え　　高菜　　ご飯 弁当 お好み焼き

ポトフ　　ベーコンとアスパラのソテー チンジャオロース　　春巻き　　麻婆茄子　　　　　　　　　　　　　　　　　　 オクラのおかか和え

パンｏｒご飯　　牛乳 ツナとじゃが芋のカレー風味　　中華クラゲ　　ご飯 弁当 五目金平

鰺の幽庵焼き　　明太子　　 キーマカレー　　カラフルサラダ ブロッコリーのマヨ和え

ご飯　　味噌汁　　野菜ジュース オニオンスープ　　コーヒーゼリー 定食 ジャガイモのケチャップ炒め

豚肉の味噌炒め　　冷奴 ミックスフライ　　胡瓜とささみのピリ辛和え　　　　　　

ご飯　　すまし汁　　牛乳 ご飯　　味噌汁　　　 定食

南瓜の挽肉サンドフライ　　ミニサラダ　　 クレイジーソルトチキン　　千草焼き　　金平蓮根　　　　 スライストマト

パンｏｒご飯　　野菜コンソメスープ　　牛乳 しらすの酢の物　　青梗菜としめじののラー油和え　　ご飯 弁当 ヒレカツ

鮭茶漬け　　小松菜の挽肉和え ニラ豚炒め　　餃子　　炒り豆腐　　 切干大根のピリ辛炒め

フルーツポンチ　　ヤクルト たこ焼き　　しば漬け　　ご飯 弁当 明太マヨポテト

ウインナースクランブル　　コーンソテー 鶏肉の香草パン粉焼き　　ミートボールトマトソース　　豚肉と白滝の甘辛煮 A 牛皿 ミニそば 3,055
パンｏｒご飯　　クリームスープ　　牛乳 シーフードマリネ　　ミニケーキ　　ご飯 弁当 B 天ぷらの盛り合わせ 季節のフルーツ 2,986
鶏肉の葱味噌焼き　　野菜サラダ 牛焼肉　　イカリング　　若芽と玉葱の中華和え　 クリームコロッケ

ご飯　　すまし汁　　牛乳 法蓮草のナムル　　生姜昆布　　ご飯 弁当 きのこのガーリックソテー

ロールキャベツ　　マカロニサラダ エビフライ　　塩焼きそば　　ザーサイ炒め　　　　　　　　　 けんちん汁

パンｏｒご飯　　牛乳 ブロッコリーのペペロンチーノ　　大根の浅漬け　　ご飯 弁当 揚げさつま芋の甘辛漬け

牛肉の柳川煮　　卯の花 タンドリーチキン　　ポテト餅　　アスパラのイタリアン和え グリーンサラダ

ご飯　　味噌汁　　ジョア エリンギとベーコンのソテー　　蟹蒲玉子ロール　　　ご飯 弁当 厚揚げのそぼろあんかけ

鯖の味醂焼き　　胡瓜の塩昆布和え　　 皿うどん　　海老餃子　　　 焼き茄子

ご飯　　味噌汁　　牛乳 中華スープ 定食 はんぺんの天ぷら

ミートボール　　ミニサラダ　　 プルコギ　　ピザ春巻き　　しめじと竹輪の甘辛炒め 南瓜煮

パンｏｒご飯　　野菜コンソメスープ　　牛乳 ポテトサラダ　　法蓮草のおかか和え　　ご飯 弁当 マロニーサラダ

鶏肉とがんもの煮物　　オレンジ　　 鮭の塩焼き　　梅しそチキン　　根菜ミートソース　　　　　　 烏賊とキャベツのバター炒め

ご飯　　味噌汁　　コーヒー牛乳 小松菜とハムの炒め　　七味蒟蒻　　ご飯 弁当 ごぼうの唐揚げ

キャベツとベーコンのクリーム煮　　チキンナゲット ポークケチャップ　　野菜コロッケ　　茄子の中華甘酢 トマトサラダ

パンｏｒご飯　　牛乳 貝柱と青梗菜のお浸し　　昆布の佃煮　　ご飯 弁当 ニラ玉

豚肉のしぐれ煮　　白菜の浅漬け　　　 アジフライ　　鶏つくね　　キャベツとツナの和え物　　　　 春雨のマヨ和え

ご飯　　味噌汁　　牛乳 ウインナーマリネ　　薩摩芋の甘煮　　ご飯 弁当 海老フリッター

スパニッシュオムレツ　　野菜サラダ　　　　 タッカルビ　　明太子スパゲティ　　パンプキンサラダ　　　　 シーザーサラダ

コーンフレークｏｒご飯　　具沢山スープ　　牛乳 ニラもやし　　高菜　　ご飯 弁当 サーティーワン

鰆の西京焼き　　小松菜と丸天の炒め　　 回鍋肉　　海老マヨ　　ミニ肉まん　　　　　　　　 豚肉と根菜の煮物

ご飯　　すまし汁　　アップルジュース コーンサラダ　　フルーツシロップ漬け　ご飯 弁当 冷や汁

朝カレー　　温泉卵 中華丼　　肉焼売

ご飯　　オニオンスープ　　牛乳 若芽スープ 定食

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊6/28の朝食は、コーンフレークかご飯が選べます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊6/21の夕食は汁物にボリュームがある為、汁物を副菜に記載しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊6/18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。
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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。

牛乳はアミノ酸の組成に優れた

良質のタンパクと、消化の良い乳

化脂肪、乳糖、ビタミンではAや

B2、ミネラルもカルシウムやリン

を豊富に含む、バランスの取れた

栄養食品です。

1日：牛乳の日

21日；エビフライの日

22日：かにの日

4日(火)夕食：ミスタードーナツを提供します！

6日(木)夕食：高校総体お疲れ様(^^)/

早稲田佐賀カレーを提供します！

サラダバイキングもあるよ★

12日(水)夕食：地産地消の日！

唐津名物のけえらんを提供します☆

13日(木)夕食：6月生まれお誕生日の寮生はケーキ付き(^^)

28日(金)夕食：サーティワンアイスクリームを提供します！

八太郎館 2019年 6月 献立予定表

★食記念日(◍•ᴗ•◍)★
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