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食
豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 生野菜
味噌汁 牛乳
ﾊﾟｾﾘｳｲﾝﾅｰ 野菜ｶﾚｰ炒め
味噌汁 牛乳
ﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ ﾁｮｺｺﾙﾈ
ｺｰﾝｸﾞﾗﾀﾝ ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ ﾊﾞﾅﾅ 紅茶
ｽﾍﾟｲﾝ風ｵﾑﾚﾂ 生野菜
味噌汁 ｼﾞｮｱ
ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ ｷｬﾍﾞﾂと揚げの煮びたし
味噌汁 牛乳
こしあんﾊﾟﾝ ﾊﾑﾃﾞﾆｯｼｭ
肉団子 生野菜 ｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
厚焼卵 ﾊﾞﾀｰ醤油炒め
味噌汁
さば竜田 里芋のそぼろあんかけ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
練乳ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 辛口ｿｰｾｰｼﾞﾊﾟﾝ
ｷｯｼｭ ｱｽﾊﾟﾗｿﾃｰ ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
豚ｷﾑﾁ炒め
味噌汁 牛乳
里芋のから揚げ 野菜の塩炒め
味噌汁 牛乳
ﾁｮｺﾁｯﾌﾟﾒﾛﾝﾊﾟﾝ ｳｲﾝﾅｰﾊﾟﾝ
ｱｽﾊﾟﾗﾍﾞｰｺﾝ巻き 生野菜 ｽｰﾌﾟ 紅茶
手羽先唐揚げ 生野菜
味噌汁 牛乳
焼売 もやしの搾菜和え
味噌汁
筑前煮 京風たまご
味噌汁 牛乳
ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ ﾁｰｽﾞﾎﾞｰﾙ
ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟﾃﾄ ｶﾞﾘﾊﾞﾀ炒め ｽｰﾌﾟ 紅茶
煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 野菜ｿﾃｰ
野菜ｽｰﾌﾟ ﾔｸﾙﾄ
ねぎ焼き 青梗菜の煮浸し
すまし汁
明太玉子焼き ｷｬﾍﾞﾂｶﾚｰｿﾃｰ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
ﾏｶﾛﾝﾃﾞﾆｯｼｭ ｺｰﾝﾊﾟﾝ
ﾐｰﾄｵﾑﾚﾂ いんげんｿﾃｰ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ
ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ 加賀揚げの煮物
味噌汁 ｼﾞｮｱ
はんぺんﾌﾗｲ 高野豆腐の卵とじ
味噌汁 牛乳
挟み揚げ 生野菜
味噌汁 牛乳
ﾊﾞﾆﾗｸｯｷｰﾊﾟﾝ 食パン
ﾁｮﾘｿｰ 生野菜 野菜ｽｰﾌﾟ 紅茶
南瓜ｺﾛｯｹ ｷｬﾍﾞﾂｿﾃｰ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
肉団子 生野菜
味噌汁 牛乳
ﾐﾙｸｸﾙｸﾙﾊﾟﾝ ぶどうﾊﾟﾝ
ﾊﾑｽﾃｰｷ ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
大根のそぼろ煮 ちくわ磯辺揚げ
味噌汁
ﾊﾑﾁｰｽﾞﾋﾟｶﾀ 生野菜
味噌汁 ﾔｸﾙﾄ
ささみｽﾃｨｯｸ 厚揚げの味噌炒め
すまし汁 牛乳

○朝食時について○
毎食、納豆・ふりかけ・味付けのりを用意しています。好み
に応じて、自由に食べることが出来ます。
また、卵については、生卵・目玉焼き・炒り卵等を日替わり
で付けています。

今月は千歳校のプロデュースです。

昼
食
アジﾌﾗｲ 生野菜 ﾐﾆﾄﾏﾄ
土佐煮 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
牛ﾛｰｽ焼肉 生野菜
菜種和え 五目ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ほうとう(ゆかりごはん)
蓮根磯辺 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
しらす丼
揚げ出し豆腐 きのこ汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
味噌ﾗｰﾒﾝ(半ﾗｲｽ)
焼き餃子 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏のﾄﾏﾄ煮
豚しそﾁｰｽﾞｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
焼きうどん（半ﾗｲｽ）
ふんわり天 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ﾅﾀﾃﾞｺｺ
赤魚の粕漬け 中華山くらげ
ﾊﾑｶﾂ 生野菜 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉そば(若菜ごはん)
ﾀｺ焼き 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾛｺﾓｺ丼 温泉卵
ﾂﾅと水菜の和え物 ﾊﾑｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ﾚﾓﾝﾍﾟｯﾊﾟｰ）生野菜
ﾎｯﾄﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｼｼﾘｱﾝﾗｲｽ
ﾍﾟﾝﾈﾄﾏﾄ煮 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾋﾚｶﾂ 線ｷｬﾍﾞﾂ
信田煮 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ(半ﾗｲｽ)
焼き鶏 ｵﾆｵﾝｻﾗﾀﾞ ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｵﾑﾗｲｽ
ｴﾋﾞﾌﾗｲ 生野菜 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
力うどん(塩昆布ごはん)
ﾎﾟｰｸﾌﾗﾝｸ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁｷﾝ 野菜ｿﾃｰ
ﾎﾟﾃﾄ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｬｰｼｭｰ麺(半ﾗｲｽ)
ｴﾋﾞ海鮮餃子 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
味噌ｶﾂ 生野菜
ﾋﾞｰﾌﾝｿﾃｰ すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏のﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き 生野菜
切干大根の煮物 けんちん汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(ｼｬﾘｱﾋﾟﾝ) 野菜ｿﾃｰ
ﾍﾟﾝﾈﾊﾞｼﾞﾙｿﾃｰ ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
牛丼
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ けんちん汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鰆の西京焼き 野沢菜漬け
豚の角煮 かき玉汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
きつねうどん(わかめごはん)
つくね 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｷｰﾏｶﾚｰ 温泉卵
ｻﾗﾐｻﾗﾀﾞ ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ
さばの塩焼き 炊き込みご飯
じゃが芋の甘辛煮 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
天丼
ポン酢和え 具沢山味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
豚のｵｲｽﾀｰ炒め
胡麻和え 沢煮椀 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鮭のﾏｽﾀｰﾄﾞﾏﾖ焼き 生野菜
金平牛蒡 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
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夕
ｷﾑﾁﾁｬｰﾊﾝ
ﾁﾁﾞﾐ 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
鶏の唐揚げ 生野菜
中華和え 味噌汁
ﾎﾟｰｸｼﾞﾝｼﾞｬｰ 線ｷｬﾍﾞﾂ
ｻｰﾓﾝｻﾗﾀﾞ和え 味噌汁
ﾁｷﾝｶﾂ 線ｷｬﾍﾞﾂ
ｼﾙﾊﾞｰｻﾗﾀﾞ 具沢山味噌汁
すき焼き 生たまご
ｴﾋﾞｶﾂ 生野菜 きんぴら汁
かれいの野菜あんかけ
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 生野菜 ごま鍋ｽｰﾌﾟ
鶏肉のごま照焼き 生野菜
ひじきの煮物 すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（薬味ｿｰｽ） 野菜ｿﾃｰ
ﾎﾟﾃﾄ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
韓国風甘辛ﾁｷﾝ 生野菜
ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ 中華ｽｰﾌﾟ
しめじとﾍﾞｰｺﾝのﾋﾟﾗﾌ
牛肉ｺﾛｯｹ 生野菜 ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ
ｸﾗﾑﾁｬｳﾀﾞｰ
串ｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
青椒肉絲
韮饅頭 五目ﾅﾑﾙ ﾜｶﾒｽｰﾌﾟ
鮭の南蛮漬け
白菜おかか和え すまし汁
肉そぼろ丼
ｶﾆｶﾏｻﾗﾀﾞ 沢煮椀 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
豚の香味焼き 生野菜
きゅうりとｲｶの酢の物 すまし汁
ぶりの照焼き 生野菜 ﾐﾆﾄﾏﾄ
ﾐﾆﾁｷﾝ 具沢山味噌汁
麻婆豆腐
ﾎﾟﾃﾄﾓﾁ ごま団子 生野菜 ﾍﾞｰｺﾝｽｰﾌﾟ
豚肉と大根の煮物
ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 生野菜 寄せ鍋ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝｿﾃｰ（和風ｷﾉｺｿｰｽ）生野菜
かぼちゃｸﾞﾗﾀﾝ ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ
ほっけのみりん焼き 大根おろし
肉じゃが 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉絲飯
春巻 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
豚の旨塩焼き 生野菜
ｲｶの唐揚げ 味噌汁
鶏肉野菜のﾁｰｽﾞ焼き 生野菜
茄子の挽肉炒め ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ
ﾁｬｰﾊﾝ
お好み焼き 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
照り唐丼
たこのｵﾘｰﾌﾞ和え ﾜｶﾒｽｰﾌﾟ
ﾁｬﾌﾟﾁｪ（半ﾗｲｽ）
中華まん 中華ｽｰﾌﾟ
ﾁｷﾝｿﾃｰ（ﾈｷﾞｿｰｽ） 生野菜
青梗菜のｿﾃｰ 味噌汁
豆腐ﾁｹﾞ鍋風
蒸し鶏のﾅﾑﾙ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
和風きのこﾊﾟｽﾀ(半ﾗｲｽ)
明太ｻﾗﾀﾞﾛｰﾙ 生野菜 野菜ｽｰﾌﾟ
中華丼
春巻 白玉餃子 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
※ 都合 により変更する事があります。

