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朝
食
鶏すき煮 ﾁｰｽﾞ入りはんぺん
しらす干し 味噌汁 牛乳
ﾂﾅ入り炒り卵 小籠包
ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ 味噌汁 牛乳
ｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾛﾜｯｻﾝ ｶﾚｰﾊﾟﾝ ﾏｶﾛﾆｿﾃｰ
ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ ﾊﾞﾅﾅ 紅茶
豚肉とこんにゃくの炒め煮
厚焼玉子 のり佃煮 味噌汁
焼き魚 ｷｬﾍﾞﾂと油揚げの煮浸し
なめたけ 味噌汁 牛乳
ﾁｮｺｺﾛﾈ 食ﾊﾟﾝ ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ
ｶﾗﾌﾙｻﾗﾀﾞ ﾖｰｸﾞﾙﾄ ｺｰﾋｰ
加哩醤炒め いももち
肉そぼろ 味噌汁 牛乳
大根そぼろあんかけ 里芋唐揚げ
ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻﾗﾀﾞ 味噌汁 牛乳
ﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ 板ﾁｮｺﾃﾞﾆｯｼｭ ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ﾊﾞﾅﾅ 紅茶
白菜とうずらの卵甘辛煮 蓮根磯辺
ﾀﾗﾓｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ｼﾞｮｱ
ｷｬﾍﾞﾂと豚肉のﾊﾞﾀｰ醤油ｿﾃｰ 焼売
ごま昆布 味噌汁 牛乳
あんﾊﾟﾝ ﾌﾗﾝｸﾛｰﾙ ﾍﾞｰｺﾝｴｯｸﾞ
ｳｲﾝﾅｰｹﾁｬｯﾌﾟｿﾃｰ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ
豚キムチ炒め ねぎたま
のり佃煮 味噌汁 牛乳
五目玉子とじ 焼き魚
肉そぼろ 味噌汁 ｼﾞｮｱ
ｺｰﾝとｷｬﾍﾞﾂのｿﾃｰ ﾁｷﾝﾋﾟｶﾀ
しらす干し 味噌汁 牛乳
白菜と薩摩揚の煮物
照焼きﾁｷﾝ ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳
厚揚げと野菜の煮物 焼売
なめたけ 味噌汁 牛乳
ﾁｰｽﾞﾊﾟﾝ ﾐﾙｸﾙｸﾙﾙﾊﾟﾝ ｱｽﾊﾟﾗｿﾃｰ
ｷｯｼｭ ﾖｰｸﾞﾙﾄ 紅茶
もやしとちくわのｿﾃｰ ねぎ塩ﾁｷﾝ
ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻﾗﾀﾞ 味噌汁
焼き魚 辛子和え
肉そぼろ 味噌汁 牛乳
ﾂﾅﾊﾟﾝ 練乳ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
ほうれん草ｿﾃｰ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ
長ネギ入り炒り卵 黒酢肉団子
しらす干し 味噌汁
焼き魚 じゃが芋甘辛煮
のり佃煮
味噌汁 牛乳
ﾁｮｺﾁｯﾌﾟﾒﾛﾝﾊﾟﾝ ﾊﾞﾀﾛｰﾙ ﾊﾞｼﾞﾙｳｲﾝﾅｰ
ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ
なすと挽肉味噌炒め ふんわり天
なめたけ 味噌汁 ｼﾞｮｱ
五目ひじき煮 ﾎﾜｲﾄｵﾑﾚﾂ
ｻｹﾌﾚｰｸ 味噌汁 牛乳
ｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ ﾎｯﾄﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ
ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ ﾖｰｸﾞﾙﾄ ｺｰﾋｰ
ﾁｷﾝ南蛮
野菜ｿﾃｰ
肉そぼろ 味噌汁 牛乳
ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ
ごぼうｻﾗﾀﾞ 味噌汁
蓮根ソテー 焼売
ごま昆布 味噌汁 ｼﾞｮｱ

※ 都合により変更する事があります。

○朝食時について○
朝食は、納豆・ふりかけ・味付けのり等を用意しており、
好みに応じて、自由に食べることが出来ます。

※今月は山梨校プロデュースの献立です

昼
食
肉そぼろ丼 切干大根のサラダ
具沢山味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ（半ﾗｲｽ）
ｴﾋﾞｶﾂ ｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ
洋風焼肉 サラダ
ポン酢和え わかめｽｰﾌﾟ
さんまの塩焼き じゃが芋のそぼろ煮
けんちん汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
冷し担々麺（半ライス）
揚げ餃子 ｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
さばの竜田揚げ サラダ
ﾁﾘｿｰｽ炒め 味噌汁
肉じゃが
揚げ出し豆腐 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
とんかつ 線ｷｬﾍﾞﾂ
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
チキンカレー
ツナサラダ 杏仁豆腐
鮭の塩焼き 厚焼玉子
金平ごぼう 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（きのこｿｰｽ）ﾎﾟﾃﾄ
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｿﾃｰ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ｽｰﾌﾟ
肉絲飯
長芋サラダ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉うどん（ゆかりごはん）
磯辺揚げ ｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏と豆腐の炒め煮
春巻 ｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
牛丼
たたききゅうり 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
チャーハン
点心 ｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ
天ぷらそば（わかめご飯）
つくね サラダ
豚肉の生姜焼き 線ｷｬﾍﾞﾂ
なめたけ和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ビビンバ 温泉卵
わかめｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
きつねうどん（若菜ご飯）
イカ唐揚げ ｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ビーフストロガノフ
ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ みかんｾﾞﾘｰ
肉ニラ炒め
中華冷奴 ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ｽﾃｰｷｿｰｽ）ﾎﾟﾃﾄ
ほうれん草ｿﾃｰ ﾍﾟﾝﾈｿﾃｰ ｽｰﾌﾟ
ラーメン（半ライス）
揚げ餃子 ｻﾗﾀﾞ菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
和風ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ﾎﾟﾃﾄ
野菜ｿﾃｰ 味噌汁
酢鶏
中華和え ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
タンメン（半ライス）
海老餃子 サラダ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｻｰﾓﾝﾌﾗｲ ｺﾛｯｹ ｻﾗﾀﾞ
ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ 味噌汁
ビーフカレー
コーンサラダ アロエヨーグルト
ねぎ塩カルビ丼
胡瓜とわかめの酢の物 味噌汁
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夕
食
白身魚の甘酢あん
中華ﾎﾟﾃﾄ 肉団子ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉豆腐 小松菜の胡麻和え
味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
中華丼
点心 ｻﾗﾀﾞ 中華ｽｰﾌﾟ
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ﾄﾏﾄｿｰｽ）ｻﾗﾀﾞ
ﾎﾟﾃﾄ ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ハンバーグ ポテト
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ｺｰﾝ ｽｰﾌﾟ
玉子丼
しらす和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ホイコーロー
点心 サラダ スープ
焼きそば(半ライス)
ｲｶﾏﾖ ｻﾗﾀﾞ 中華ｽｰﾌﾟ
スタミナ焼き
海藻サラダ 中華ｽｰﾌﾟ
エビピラフ
ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ ｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ
さばの味噌煮
炒り鶏 豚汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｶﾙﾎﾞﾅｰﾗ（半ﾗｲｽ）
ｺﾛｯｹ ｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ
ｶﾘｶﾘﾁｷﾝ（ﾏﾖﾏｽﾀｰﾄﾞ）
ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉野菜炒め
点心 サラダ スープ
ﾁｬﾌﾟﾁｪ（半ライス）
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ ｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ
いかと大根の煮物 ﾒﾝﾁｶﾂ
ｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
牛肉のｵｲｽﾀｰ炒め
春雨サラダ ﾆﾗ玉ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏の唐揚げ サラダ
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
カレーライス
グリーンサラダ フルーツポンチ
ﾁｷﾝﾗｲｽ（ﾎﾜｲﾄｿｰｽ）
ﾂﾅと水菜の和え物 ｽｰﾌﾟ
焼きﾋﾞｰﾌﾝ（半ライス）
串カツ サラダ スープ
筑前煮
天ぷら ｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
八宝菜
春巻 ｻﾗﾀﾞ菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ブリ照焼 厚焼玉子
わさび和え 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
親子丼
れんこんｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（ﾄﾏﾄｿｰｽ）ﾎﾟﾃﾄ
ｺｰﾝ ﾌﾞﾛｺﾘｰ ｽｰﾌﾟ
鶏の照焼き ｻﾗﾀﾞ
炒り豆腐 すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
韓国風肉豆腐
ハムカツ サラダ デザート
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ｶﾞﾘﾊﾞﾀｿｰｽ）ﾎﾟﾃﾄ
ｱｽﾊﾟﾗｿﾃｰ ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
マグロ竜田 線ｷｬﾍﾞﾂ
切干大根の煮物 きんぴら汁

○朝食を食べよう！○
【効果】
・脳のエネルギー補給 ⇒ 集中力・記憶力が高まる
・体温上昇 ⇒ 血流が良くなり、体が目覚める
・腸を刺激 ⇒ 腸が刺激され、便通が良くなる
朝食はやる気の源！勉強やスポーツに集中できない、
やる気が出ない、そんな時は朝食を食べることから始め
てみましょう。

