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食
ﾁﾁﾞﾐ 白菜の煮浸し
味噌汁 牛乳
焼売 生野菜
味噌汁 牛乳
筍と豚肉の辛味炒め 京風たまご
味噌汁 ｼﾞｮｱ
ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ ﾁｰｽﾞﾎﾞｰﾙ
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 生野菜 ｺｰﾝｽｰﾌﾟ 紅茶
帆立ﾌﾗｲ 生野菜
味噌汁 牛乳
だし巻き玉子 野菜ｿﾃｰ
味噌汁
ふんわり天 ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
二色ﾊﾟﾝ くるみﾊﾟﾝ
ﾐｰﾄｵﾑﾚﾂ 生野菜 ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ
豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ﾚﾝｺﾝの炒め煮
味噌汁 牛乳
ﾁｮﾘｿｰ もやしｿﾃｰ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
ﾚﾓﾝﾊﾟﾝ ﾁｮｺｺﾙﾈ
ﾐｰﾄボール 野菜ｿﾃｰ 野菜ｽｰﾌﾟ 紅茶
ﾁｷﾝ南蛮 生野菜
味噌汁
彩りﾍﾞｰｺﾝ巻き 野菜ｿﾃｰ
味噌汁 牛乳
豚肉とこんにゃくの炒め煮
厚焼たまごｳｲﾝﾅｰ 味噌汁 ｼﾞｮｱ
ﾐﾙｸｸﾙｸﾙﾊﾟﾝ ﾒﾝﾁｶﾂﾛｰﾙﾊﾟﾝ
ﾏﾙｵﾑﾚﾂ 野菜ｿﾃｰ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ
ﾚﾝｺﾝの挟み揚げ 生野菜
味噌汁 牛乳
ﾏｲﾙﾄﾞｽﾃｰｷ 野菜ｿﾃｰ
味噌汁 牛乳
ｸﾞﾘﾙﾁｷﾝ 生野菜
味噌汁 ｼﾞｮｱ
ﾊﾞﾅﾅﾁｮｺﾊﾟﾝ ｺｰﾝﾊﾟﾝ
肉団子 生野菜 野菜ｽｰﾌﾟ 紅茶
ｽﾍﾟｲﾝ風ｵﾑﾚﾂ ｷｬﾍﾞﾂﾍﾞｰｺﾝｿﾃｰ
味噌汁 牛乳
ｻｻﾐｽﾃｨｯｸ 大根のそぼろ煮
味噌汁 牛乳
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ﾊﾞｼﾞﾙｳｲﾝﾅｰ
味噌汁 ｼﾞｮｱ
くりあんぱん ｸﾛﾜｯｻﾝ
ﾏﾖｿｰｽﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ｱｽﾊﾟﾗｿﾃｰ ﾊﾞﾅﾅ ｺｰﾋｰ
白滝のきんぴら ねぎ焼き
味噌汁
牛蒡とﾍﾞｰｺﾝの煮物 ｺﾛｯｹ
味噌汁 牛乳
ﾁｮｺﾊﾟﾝ ﾊﾑﾃﾞﾆｯｼｭ
ﾋﾟｰﾏﾝ肉詰めﾌﾗｲ 生野菜 ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ｺｰﾋｰ
厚揚げの味噌炒め ﾁｰｽﾞ入りはんぺん
すまし汁 ｼﾞｮｱ
土佐煮 ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ
味噌汁
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 生野菜
味噌汁 牛乳
炒り豆腐 鹿の子えび団子
味噌汁 ｼﾞｮｱ
すき焼き風煮
味噌汁

昼
食
味噌煮込みうどん（ゆかりごはん）
ﾁｰｽﾞﾒﾝﾁｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏肉の胡麻照焼き 生野菜
巾着の煮物 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
牛肉と野菜のあんかけ丼
水菜とﾂﾅの和え物 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
担々麵（半ﾗｲｽ）
餃子 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ） 海老ｸﾞﾗﾀﾝ
温野菜 ﾎﾟﾃﾄ ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
焼き鳥丼
たたききゅうり 具沢山味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾎﾞﾝｺﾞﾚ（わかめごはん）
ｲﾀﾘｱﾝｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
赤魚の粕漬け 五目ご飯
信田煮 豚汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ
ﾋﾚｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
親子丼
春雨ｻﾗﾀﾞ 具沢山味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
五目そば（ゆかりご飯）
いかｶﾂ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉豆腐
もやしﾅﾑﾙ 中華ｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
五目ﾁｬｰﾊﾝ 白玉餃子
網目春巻 生野菜 わかめｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ
ﾂﾅｻﾗﾀﾞ みかんｾﾞﾘｰ
とんかつ 線ｷｬﾍﾞﾂ
五目ひじき 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
三色丼
ほうれん草のお浸し 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
長崎ちゃんぽん（半ﾗｲｽ）
揚げﾜﾝﾀﾝ 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鮭のﾑﾆｴﾙ（ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ） 生野菜
ﾋﾟｻﾞｿｰｽｶﾂ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾌﾟﾙｺｷﾞ
蓮根ｻﾗﾀﾞ ｷﾑﾁｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝｸﾞﾘﾙｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ 野菜ｿﾃｰ
ﾎﾟﾃﾄ ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（柚子胡椒ｿｰｽ）野菜ｿﾃｰ
ﾍﾟﾝﾈﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
鶏の南蛮漬け 生野菜
肉じゃが 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
豚骨ﾗｰﾒﾝ（半ﾗｲｽ）
揚げ餃子 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ちらし寿司
ｵｰﾌﾞﾝ焼き 生野菜 すまし汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
豆腐ﾁｹﾞ鍋風
ﾀｺのｵﾘｰﾌﾞﾄﾞﾚ和え ﾃﾞｻﾞｰﾄ
かき揚げ丼
胡瓜の酢の物 きんぴら汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
牛肉のｵｲｽﾀｰ炒め いかげそ唐揚げ
生野菜 具沢山味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ 温泉卵
わかめｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ﾁｷﾝｿﾃｰ（葱ｿｰｽ）焼売 海鮮華包み
生野菜 中華風ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｰﾄ
肉丼
ひじきのｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
たぬきそば（わかめごはん）
つくね 生野菜 ﾃﾞｻﾞｰﾄ

※朝食時について
朝食は、生卵、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
※都合により変更する事があります
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ｽﾀﾐﾅ焼き
つくね 枝豆ｻﾗﾀﾞ 味噌汁
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（ﾄﾏﾄｿｰｽ）
ｵﾆｵﾝﾘﾝｸﾞ ほうれん草のｿﾃｰ ﾍﾞｰｺﾝｽｰﾌﾟ
筑前煮
こはく揚げ 生野菜 味噌汁
豚のしょうが焼き 線ｷｬﾍﾞﾂ
高野豆腐の卵とじ 味噌汁
ﾅｼｺﾞﾚﾝ
中華和え ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ
さば竜田 生野菜
切干大根の煮物 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
回鍋肉
韮饅頭 小籠包 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
鶏の唐揚げ 生野菜 ﾐﾆﾄﾏﾄ
ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ 味噌汁
ちゃーめん（半ﾗｲｽ）
ﾀｺの唐揚げ 生野菜 卵ｽｰﾌﾟ
ぶりの煮付け
ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 生野菜 すまし汁
肉ﾆﾗ炒め
大学芋 五目ｽｰﾌﾟ
ﾁﾘｺﾝｶﾝﾗｲｽ
ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（ｶﾞｰﾘｯｸｿｰｽ）生野菜
ｻｰﾓﾝｻﾗﾀﾞ和え 味噌汁
明太子ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ（若菜ごはん）
ﾊｰﾌﾞﾁｷﾝｻﾗﾀﾞ ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ
鶏の味噌焼き 野菜ｿﾃｰ
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ すまし汁
洋風焼肉
白身魚の竜田 生野菜 味噌汁
和風ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 生野菜
ｺｰﾝｸﾞﾗﾀﾝ ｷｬﾍﾞﾂｽｰﾌﾟ
天津飯
焼売 生野菜 中華ｽｰﾌﾟ
焼きうどん（ゆかりご飯）竹輪の磯辺揚げ
生野菜 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ｶﾚｰﾋﾟﾗﾌ
ﾐﾙﾌｨｰﾕｶﾂ 生野菜 ﾌﾞｲﾖﾝｽｰﾌﾟ
十和田ﾊﾞﾗ焼き
串揚げ 生野菜 味噌汁
さばのｿﾃｰ 生野菜
ﾆｮｯｷﾎﾞﾛﾈｰｾﾞ 野菜ｽｰﾌﾟ
ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ
ｴﾋﾞｶﾂ ｻﾗﾐｻﾗﾀﾞ ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ
白身魚の甘酢あんかけ
ｼﾙﾊﾞｰｻﾗﾀﾞ 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
焼きﾋﾞｰﾌﾝ（塩昆布ごはん）
ごま団子 肉まん 中華ｽｰﾌﾟ
ﾎﾟｰｸｿﾃｰ（ﾛｰﾍﾞﾙｿｰｽ） 生野菜
じゃがいもとｳｲﾝﾅｰのｿﾃｰ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ（半ﾗｲｽ）
豚しそﾁｰｽﾞｶﾂ 生野菜 鶏野菜ｽｰﾌﾟ
豚肉と白菜の炒め煮
ごま手羽 生野菜 味噌汁 ﾃﾞｻﾞｰﾄ
ほっけ塩麴焼き 炊き込みご飯
きんぴらごぼう 寄せ鍋ｽｰﾌﾟ
ｶﾘｶﾘﾁｷﾝ 水菜ｻﾗﾀﾞ
さつま揚げの煮物 けんちん汁
ｶﾚｰﾗｲｽ
ﾊﾑｻﾗﾀﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄ

