
ﾛｰﾙﾊﾟﾝ ご飯 秋刀魚蒲焼丼 ご飯 ご飯 ﾛｰﾙﾊﾟﾝ ご飯 親子丼 ご飯 ご飯
ﾐｯｸｽ野菜(和ﾄﾞﾚ) 鶏肉の柚子胡椒炒め ｺｰﾙｽﾛｰ ﾒﾝﾁｶﾂ(おろし) ﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ ﾐｯｸｽ野菜(ｺｰﾙｽﾛｰ) ﾁｰｽﾞﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ 油淋鶏 豚肉と厚揚の味噌炒め
卵ｻﾗﾀﾞ ｺｰﾙｽﾛｰ 目玉焼きﾌﾗｲﾊｰﾌ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ｲｶﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ
ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ 目玉焼きﾌﾗｲﾊｰﾌ 味噌汁(大根･葱) ほうれん草辛子和え ほうれん草辛子和え ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ ｲｶﾘﾝｸﾞ 味噌汁(ｷｬﾍﾞﾂ･玉葱) ｲﾝｹﾞﾝの和え物 ｲﾝｹﾞﾝの和え物
ﾌﾟﾘﾝ        牛乳 味噌汁(大根･葱) ｽｰﾌ (゚筍･人参) ｽｰﾌ (゚筍･人参) ﾌﾟﾘﾝ      牛乳 味噌汁(ｷｬﾍﾞﾂ･玉葱) ｽｰﾌ (゚卵･ﾆﾗ) ｽｰﾌ (゚卵･ﾆﾗ)
ｽｰﾌ (゚玉葱･ﾍﾞｰｺﾝ) ﾖｰｸﾞﾙﾄ ﾖｰｸﾞﾙﾄ ｽｰﾌ (゚玉葱･ﾍﾞｰｺﾝ) ﾖｰｸﾞﾙﾄ ﾖｰｸﾞﾙﾄ

862kcal 899kcal
ご飯 ご飯 鮭ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 豆わかめご飯 ご飯 ご飯
鰤の照焼き ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(ﾃﾞﾐ) ｽﾀﾐﾅにんにくﾗｰﾒﾝ 鶏の甘酢あんかけ 豚肉のさっぱり炒め ﾁｷﾝ西京焼き 鶏肉のﾋﾟﾘ辛煮込み まろやかｶﾚｰまぜ麺 鰤の照焼き ｶﾞﾘﾊﾞﾀ旨煮
厚焼卵 ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾐｯｸｽ野菜 ﾐｯｸｽ野菜 ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ｺｰﾙｽﾛｰ ｺｰﾙｽﾛｰ 明徳祭
ｼｭｳﾏｲ ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ ｲﾝｹﾞﾝのｺﾞﾏ和え ｲﾝｹﾞﾝのｺﾞﾏ和え ひじきと枝豆の煮物 みつ豆 みつ豆 青梗菜の中華和え 青梗菜の中華和え
付合せ     漬物 ｽｰﾌ (゚ｷｬﾍﾞﾂ･人参) 味噌汁(厚揚･葱) 味噌汁(厚揚･葱) 付合せ       漬物 ｽｰﾌ (゚筍･葱) 味噌汁(ﾜｶﾒ･葱) 味噌汁(ﾜｶﾒ･葱) 支部体①
味噌汁(大根･揚) 牛乳 牛乳 味噌汁(大根･揚) 牛乳 牛乳

863kcal 968kcal
ﾛｰﾙﾊﾟﾝ(苺ｼﾞｬﾑ) ご飯 ｷﾑﾁ炒飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ﾋﾟﾘ辛炒飯 ご飯 ご飯
ﾐｯｸｽ野菜(青じそ) 鯖の竜田揚げ ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ 鶏のﾊﾞｼﾞﾙ焼き 肉豆腐 鯖の塩焼き ﾋﾞｰﾌｶﾂ(ｿｰｽ) ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ 唐揚ﾉﾙｳｪｰ風 ﾑｰｼｰﾛｰ
ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ﾊﾑﾏﾖ玉子ﾌﾗｲ ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ 厚焼卵 ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ｺﾛｯｹ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ
大豆とﾂﾅの野菜ｿﾃｰ 白桃缶 ｽｰﾌ (゚菜の花･ｺｰﾝ) ﾐﾆｶﾚｰｺﾛｯｹ ﾐﾆｶﾚｰｺﾛｯｹ 餃子 ﾌﾞﾄﾞｳｾﾞﾘｰ ｽｰﾌ (゚白菜･ﾍﾞｰｺﾝ) 生酢 生酢 支部体②
具沢山ｽｰﾌﾟ ｽｰﾌ (゚菜の花･ｺｰﾝ) 味噌汁(白菜･人参) 味噌汁(白菜･人参) 付合せ       漬物 ｽｰﾌ (゚白菜･ﾍﾞｰｺﾝ) 味噌汁(ﾁﾝｹﾞﾝ･揚) 味噌汁(ﾁﾝｹﾞﾝ･揚)
牛乳 ﾖｰｸﾞﾙﾄ ﾖｰｸﾞﾙﾄ 味噌汁(豆腐･葱) 牛乳 牛乳

935kcal 860kcal
ご飯(ふりかけ) ご飯 わかめご飯 ご飯 ご飯 ｸﾛﾜｯｻﾝ(ﾁｮｺ) ご飯 ゆかりご飯 ご飯 ｼｭﾘﾝﾌﾟｶﾚｰ
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 旨塩焼肉 かき揚げうどん のびﾁｰﾒﾝﾁ&春巻き 鶏と野菜のｶﾞｰﾘｯｸ炒め ﾐｯｸｽ野菜(ｺﾞﾏﾄﾞﾚ) 牛肉と野菜のｵｲｽﾀｰ炒め きつねうどん 八宝菜 ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ
目玉焼き ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ｺｰﾙｽﾛｰ ｺｰﾙｽﾛｰ お好み焼き ﾐｯｸｽ野菜 ﾐｯｸｽ野菜 ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ｺﾞﾏｻｻﾐｶﾂ
ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ   ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ 小松菜の和え物 小松菜の和え物 ﾊﾑとじゃが芋の炒め ｵﾆｵﾝﾘﾝｸﾞ ｵﾆｵﾝﾘﾝｸﾞ ｺﾞﾏｻｻﾐｶﾂ ｽｰﾌ (゚卵･ﾆﾗ) おかわりデー
付合せ     漬物 ｽｰﾌ (゚卵･葱) 味噌汁(ﾜｶﾒ･ﾆﾗ) 味噌汁(ﾜｶﾒ･ﾆﾗ) ｶﾚｰ包み揚げ     牛乳 味噌汁(厚揚･葱) ｽｰﾌ (゚卵･ﾆﾗ) ﾖｰｸﾞﾙﾄ
味噌汁(ｺﾞﾎﾞｳ･葱) 牛乳 牛乳 ｽｰﾌ (゚ｺﾞﾏ･ｷｸﾗｹﾞ) ﾖｰｸﾞﾙﾄ

803kcal 964kcal
ご飯(さけ) ご飯 ﾁｷﾝ竜田丼 ご飯 ご飯 ご飯(たらこ) ご飯 唐揚ﾃﾘﾏﾖ丼 ご飯 ご飯
ﾚﾝｺﾝの肉詰め 野菜そぼろ炒め ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ 筍天とﾌﾘｯﾀｰの香酢ｿｰｽ 豚肉と厚揚げのｷﾑﾁ炒め 納豆 豚のにんにく味噌炒め ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ 鶏の照り煮 牛肉と野菜のｵｲｽﾀｰ炒め
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ 洋梨缶 ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ 半熟卵      漬物 ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ 白桃缶 ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ
ｺｰﾝ春雨 洋梨缶 ｽｰﾌ (゚ｷｬﾍﾞﾂ･ﾜｶﾒ) 青梗菜のﾜｻﾋﾞ和え 青梗菜のﾜｻﾋﾞ和え ﾋﾞｰﾌﾝ炒め 白桃缶 ｽｰﾌ (゚ｷｬﾍﾞﾂ･人参) ﾊﾞﾝｻﾝｽｰ ﾊﾞﾝｻﾝｽｰ
付合せ     漬物 ｽｰﾌ (゚ｷｬﾍﾞﾂ･ﾜｶﾒ) 味噌汁(麩･葱) 味噌汁(麩･葱) ｻｻﾐﾁｰｽﾞﾌﾗｲ ｽｰﾌ (゚ｷｬﾍﾞﾂ･人参) 味噌汁(白菜･ｴﾉｷ) 味噌汁(白菜･ｴﾉｷ)
味噌汁(ｷｬﾍﾞﾂ･揚) 牛乳 牛乳 味噌汁(ｴﾉｷ･人参) 牛乳 牛乳

805kcal 833kcal
ｸﾛﾜｯｻﾝ(ﾁｮｺ) ご飯 ひじきご飯 ご飯 ﾁｷﾝｶﾚｰ ﾛｰﾙﾊﾟﾝ(ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ) ご飯 鮭ご飯 ご飯 ご飯
ﾐｯｸｽ野菜(中華) 鶏団子のﾄﾏﾄ煮込み 味噌ﾗｰﾒﾝ 豚ｶﾂ(ｿｰｽ) ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ﾐｯｸｽ野菜(中華ﾄﾞﾚ) 秋刀魚ﾌﾗｲ 台湾風ﾗｰﾒﾝ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ&のびﾁｰﾒﾝﾁ 鶏と野菜のXO醤炒め
ｳｲﾝﾅｰ ﾐｯｸｽ野菜 ﾐｯｸｽ野菜 ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ﾌﾙｰﾂ 中1帰寮日 ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ ｺｰﾙｽﾛｰ ｺｰﾙｽﾛｰ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ
ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ ｲｶﾘﾝｸﾞ ｲｶﾘﾝｸﾞ ﾌﾙｰﾂ ｽｰﾌ (゚人参･ﾆﾗ) ｿｰｾｰｼﾞと野菜のｿﾃｰ ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ 小松菜のｺﾞﾏ和え 小松菜のｺﾞﾏ和え
ｽｰﾌ (゚ｺｰﾝ･ﾍﾞｰｺﾝ) 味噌汁(白菜･揚) ｽｰﾌ (゚人参･ﾆﾗ) ﾖｰｸﾞﾙﾄ おかわりデー 具沢山ｽｰﾌﾟ 味噌汁(ｺﾞﾎﾞｳ･揚) ｽｰﾌ (゚ｺｰﾝ･玉葱) ｽｰﾌ (゚ｺｰﾝ･玉葱)
牛乳 ﾖｰｸﾞﾙﾄ 牛乳 ﾔｸﾙﾄ ﾔｸﾙﾄ

1039kcal 936kcal
ご飯 ご飯 ｽｰﾌﾟ炒飯 ご飯 ご飯 親子丼 ご飯 ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ ご飯 ご飯
牛肉の甘辛炒め ﾆﾝﾆｸ芽のﾁﾘｿｰｽ炒め ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ 鰆のﾏﾖ焼き 韓国風すき煮 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰｻﾗﾀﾞ 極旨よだれ唐揚げ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ 豚ｶﾂ(おろし) 牛肉とﾓﾔｼのﾋﾟﾘ辛炒め
ほうれん草の和え物 ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ﾊﾑｶﾂ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ｶﾆｶﾏﾌﾗｲ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾌﾙｰﾂ ﾐｯｸｽ野菜 ﾐｯｸｽ野菜
付合せ ﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽ 味噌汁(ｴﾉｷ･人参) 春雨のﾏﾖ和え 春雨のﾏﾖ和え ﾌﾙｰﾂ ｽｰﾌ (゚ｺﾞﾏ･ｷｸﾗｹﾞ) 菜の花の辛子和え 菜の花の辛子和え
具沢山味噌汁 味噌汁(ｴﾉｷ･人参) ｽｰﾌ (゚菜の花･玉葱) ｽｰﾌ (゚菜の花･玉葱) ｽｰﾌ (゚ｺﾞﾏ･ｷｸﾗｹﾞ) 味噌汁(ﾜｶﾒ･葱) 味噌汁(ﾜｶﾒ･葱)
漬物 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

835kcal 861kcal
ﾛｰﾙﾊﾟﾝ ご飯 ﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ ご飯 ご飯 ﾛｰﾙﾊﾟﾝ ご飯 ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ ご飯 ﾊﾔｼﾗｲｽ
ﾐｯｸｽ野菜(ｺﾞﾏﾄﾞﾚ) 手作り唐揚げ ｺｰﾙｽﾛｰ ﾋﾞｰﾌｶﾂ(おろし) 豚のにんにく醤油炒め ﾐｯｸｽ野菜(ﾏﾖﾈｰｽﾞ) ﾁｷﾝ竜田(ｵｰﾛﾗ) ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ 鯖の南蛮漬け ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ
鶏の唐揚げ ｺｰﾙｽﾛｰ 牛肉ﾒﾝﾁｶﾂ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ゆで卵 ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ﾐﾆｴﾋﾞｶﾂ ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ 大学芋 中間考査発表
ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ 黄桃缶 味噌汁(ﾓﾔｼ･人参) 菜種和え 菜種和え ｺﾛｯｹ 洋梨缶 味噌汁(卵･ﾆﾗ) 大学芋 ｽｰﾌ (゚玉葱･葱)
ﾖｰｸﾞﾙﾄ ｽｰﾌ (゚ﾓﾔｼ･人参) 味噌汁(大根･葱) 味噌汁(大根･葱) ﾌﾟﾘﾝ      牛乳 味噌汁(卵･ﾆﾗ) ｽｰﾌ (゚玉葱･葱) ﾖｰｸﾞﾙﾄ 県体壮行式（午後）

ｼﾞｮｱ ｼﾞｮｱ ｽｰﾌ (゚ﾓﾔｼ･ﾆﾗ) ﾖｰｸﾞﾙﾄ

1145kcal 919kcal
ご飯(わかめ) ご飯 ｿｰｽｶﾂ丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 中華丼 ご飯 ご飯
納豆 ﾌﾟﾙｺｷﾞ風 ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ 酢鶏 ｽﾀﾐﾅちゃんこ 豚の生姜焼き 筍天と豚唐揚の香酢ｿｰｽ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁｷﾝ 豚の山椒炒め
半熟卵 ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾌﾙｰﾂ杏仁 ﾐｯｸｽ野菜 ﾐｯｸｽ野菜 菜の花の和え物 ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ 杏仁ﾌﾙｰﾂ ｺｰﾙｽﾛｰ ｺｰﾙｽﾛｰ
ﾋﾞｰﾌﾝ炒め ﾌﾙｰﾂ杏仁 味噌汁(ｺﾞﾎﾞｳ･葱) ｺﾛｯｹ ｺﾛｯｹ 付合せ      ｺﾞﾏｻｻﾐｶﾂ 杏仁ﾌﾙｰﾂ ｽｰﾌ (゚ﾓﾔｼ･ｺｰﾝ) 目玉焼きﾌﾗｲﾊｰﾌ 目玉焼きﾌﾗｲﾊｰﾌ 県体①全校応援
ｱｼﾞﾌﾗｲ      漬物 味噌汁(ｺﾞﾎﾞｳ･葱) ｽｰﾌ (゚ﾁﾝｹﾞﾝ･ﾓﾔｼ) 牛乳 具沢山味噌汁 ｽｰﾌ (゚ﾓﾔｼ･ｺｰﾝ) 味噌汁(ﾎｳﾚﾝ･揚) 味噌汁(ﾎｳﾚﾝ･揚)
味噌汁(ｷｬﾍﾞﾂ･人参) 牛乳 漬物 牛乳 牛乳

856kcal 929kcal
ﾛｰﾙﾊﾟﾝ ご飯 ゆかりご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 わかめご飯 ご飯 ご飯
ﾐｯｸｽ野菜(ﾏﾖﾈｰｽﾞ) 鶏のﾚﾓﾝﾍﾟｯﾊﾟー 焼き 黒胡麻坦々まぜそば ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ&ﾌｨｯｼｭﾌﾗｲ 豚肉と野菜のｻﾑｼﾞｬﾝ炒め いわし甘露煮 照焼きﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 豚ｷﾑﾁﾗｰﾒﾝ ﾁｷﾝｶﾂ(味噌ﾀﾞﾚ) 牛肉とﾚﾝｺﾝのﾋﾟﾘ辛煮
ゆで卵 ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ 鶏つくね ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ 県体②全校応援
焼きそば ｵﾆｵﾝﾘﾝｸﾞ ｵﾆｵﾝﾘﾝｸﾞ ﾌﾟﾁ芋 ﾌﾟﾁ芋 ｼｭｳﾏｲ     厚焼卵 ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ 梅春雨 梅春雨
ﾌﾟﾘﾝ        牛乳 ｽｰﾌ (゚卵･ﾆﾗ) 味噌汁(厚揚･葱) 味噌汁(厚揚･葱) 付合せ       漬物 ｽｰﾌ (゚ﾍﾞｰｺﾝ･玉葱) 味噌汁(葱･ｴﾉｷ) 味噌汁(葱･ｴﾉｷ) TOEIC
ｽｰﾌ (゚ｺｰﾝ･ﾓﾔｼ) ﾖｰｸﾞﾙﾄ ﾖｰｸﾞﾙﾄ 味噌汁(麩･葱) 牛乳 牛乳

861kcal 900kcal
ご飯 ご飯 ﾎﾟー ｸｶﾚｰ ご飯 ご飯 ｸﾛﾜｯｻﾝ(ﾁｮｺ) ご飯 ｵﾑﾗｲｽｺﾛｯｹのせﾃﾞﾐ ご飯 ご飯
ｺﾝﾋﾞｵﾑﾚﾂ 鶏じゃが ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ 揚鶏の香味ｿｰｽ 牛肉の四川炒め ﾐｯｸｽ野菜(青じそ) 牛肉と春雨の韓国炒め ﾐｯｸｽ野菜 鶏と根菜のﾁﾘﾏﾖ 豚ｷﾑﾁ炒め
丸天煮 ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ ｺｰﾙｽﾛｰ ｺｰﾙｽﾛｰ ｳｲﾝﾅｰ ﾐｯｸｽ野菜 黄桃缶 ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ 高校県体③
ﾗﾋﾞｵﾘ風ﾌﾗｲ ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ ｽｰﾌ (゚ｷｬﾍﾞﾂ･人参) ほうれん草のｺﾞﾏ和え ほうれん草のｺﾞﾏ和え ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ 黄桃缶 味噌汁(大根･揚) 青梗菜の辛子和え 青梗菜の辛子和え
付合せ     漬物 ｽｰﾌ (゚ｷｬﾍﾞﾂ･人参) 味噌汁(大根･揚) 味噌汁(大根･揚) ｽｰﾌ (゚ｺﾞﾏ･ﾜｶﾒ) 味噌汁(大根･揚) ｽｰﾌ (゚筍･人参) ｽｰﾌ (゚筍･人参) 生徒代休（5/25）
味噌汁(ﾓﾔｼ･人参) 牛乳 牛乳 牛乳 ﾖｰｸﾞﾙﾄ ﾖｰｸﾞﾙﾄ

805kcal 1015kcal
ご飯(のりごま) ご飯 鮭ご飯 ご飯 ご飯 ご飯(野菜) ご飯 ひじきご飯 ご飯 ご飯
甘酢肉団子 豚の甘辛煮 肉うどん 鯖の味噌煮 鶏と卵のさっぱり炒め 納豆 ﾒﾝﾁｶﾂ(ｿｰｽ) たぬきうどん 鯖の塩焼き ﾆﾗ豚炒め
小松菜の和え物 ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ 半熟卵      漬物 ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ
付合せ ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ 青梗菜のﾂﾅ和え 青梗菜のﾂﾅ和え ﾋﾞｰﾌﾝ炒め ﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽ ﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽ ﾐﾆｺﾛｯｹ ﾐﾆｺﾛｯｹ 代休（5/26）
味噌汁(ｴﾉｷ･人参) ｽｰﾌ (゚ﾍﾞｰｺﾝ･玉葱) 味噌汁(ﾜｶﾒ･葱) 味噌汁(ﾜｶﾒ･葱) さよりﾌﾗｲ ｽｰﾌ (゚ｷｬﾍﾞﾂ･人参) 味噌汁(豆腐･葱) 味噌汁(豆腐･葱)
漬物 牛乳 牛乳 味噌汁(ｺﾞﾎﾞｳ･葱) 牛乳 牛乳

929kcal 828kcal
ｸﾛﾜｯｻﾝ(ﾁｮｺ) ご飯 豚ｷﾑﾁﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ丼 ご飯 ご飯 ﾛｰﾙﾊﾟﾝ(蜂蜜＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ) ご飯 味噌ｶﾂ丼 ご飯 ご飯
ﾐｯｸｽ野菜(和ﾄﾞﾚ) ｺﾛｯｹ&春巻き ﾐｯｸｽ野菜 鶏竜田のﾜｻﾋﾞ風味あん 牛肉の焼肉風炒め ﾐｯｸｽ野菜(ｺｰﾙｽﾛｰ) 鶏肉のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ炒め ｺｰﾙｽﾛｰ ﾁｷﾝ南蛮 豚の柳川煮
ﾁｰｽﾞｵﾑﾚﾂ ﾐｯｸｽ野菜 ﾌﾙｰﾂ ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ 鶏の照焼き ｺｰﾙｽﾛｰ ﾐﾙｸ寒天 ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ
ｿｰｾｰｼﾞと野菜のｿﾃｰ ﾌﾙｰﾂ ｽｰﾌ (゚白菜･人参) ひじき煮 ひじき煮 ｺｰﾝ春雨ｻﾗﾀﾞ ﾐﾙｸ寒天 味噌汁(ﾜｶﾒ･人参) ﾌﾙｰﾂ ﾌﾙｰﾂ
ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ     牛乳 ｽｰﾌ (゚白菜･人参) 味噌汁(麩･葱) 味噌汁(麩･葱) ﾎﾟﾄﾌ 味噌汁(ﾜｶﾒ･人参) ｽｰﾌ (゚白菜･人参) ｽｰﾌ (゚白菜･人参)
ｽｰﾌ (゚玉葱･人参) ﾖｰｸﾞﾙﾄ ﾖｰｸﾞﾙﾄ 牛乳 ﾖｰｸﾞﾙﾄ ﾖｰｸﾞﾙﾄ

890kcal 1047kcal
ご飯 ご飯 わかめご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 豆わかめご飯 ご飯 ご飯
いわしﾌﾗｲ 回鍋肉 塩ﾗｰﾒﾝ 鶏のｶﾞｰﾘｯｸﾍﾟｯﾊﾟー 焼き 肉じゃが 朝ｶﾚｰ 豚の唐揚げ 彩りﾄﾏﾄ中華麺 鯖竜田の野菜あんかけ 筑前煮
厚焼卵 ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ 付合せ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾐｯｸｽ野菜 ﾐｯｸｽ野菜
豆ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ ﾐﾆｴﾋﾞｶﾂ ﾐﾆｴﾋﾞｶﾂ 菜種和え 菜種和え ｺﾛｯｹ ﾊﾟｲﾝ缶 ﾊﾟｲﾝ缶 ﾂﾅとほうれん草のﾏﾖｺﾞﾏ和え ﾂﾅとほうれん草のﾏﾖｺﾞﾏ和え

付合せ     漬物 ｽｰﾌ (゚玉葱･ｺｰﾝ) 味噌汁(豆腐･葱) 味噌汁(豆腐･葱) ｽｰﾌ (゚筍･ﾆﾗ) 味噌汁(ｴﾉｷ･葱) 味噌汁(ｴﾉｷ･葱)
味噌汁(ｴﾉｷ･人参) 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

858kcal 990kcal
ﾛｰﾙﾊﾟﾝ(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ) ご飯 肉炒飯 ご飯 ご飯 ﾛｰﾙﾊﾟﾝ ご飯 旨辛ｴｽﾆｯｸﾗｲｽ ご飯 牛すじｶﾚｰ
ﾐｯｸｽ野菜(青じそ) ﾈｷﾞ塩豚ｶﾂ ｺｰﾙｽﾛｰ お好み焼き 麻婆豆腐 ﾐｯｸｽ野菜(中華ﾄﾞﾚ) ﾁｷﾝﾏﾖ焼き ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ﾎﾟﾃﾄと唐揚の黒胡椒炒め ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ
鶏の照焼き ｺｰﾙｽﾛｰ ﾐﾙｸ寒天 ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ 卵ｻﾗﾀﾞ ｷｭｰﾌﾞﾏﾖｻﾗﾀﾞ ｲｶﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ ﾌﾟﾁ芋
ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ ﾐﾙｸ寒天 味噌汁(ﾁﾝｹﾞﾝ･揚) ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟﾃﾄ ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟﾃﾄ 焼きそば ｲｶﾘﾝｸﾞ 味噌汁(豆腐･葱) ﾌﾟﾁ芋 ｽｰﾌ (゚ﾜｶﾒ･葱) おかわりデー
ﾎﾟﾄﾌ 味噌汁(ﾁﾝｹﾞﾝ･揚) ｽｰﾌ (゚ｺﾞﾏ･ﾜｶﾒ) ｽｰﾌ (゚ｺﾞﾏ･ﾜｶﾒ) ﾌﾟﾘﾝ      牛乳 味噌汁(豆腐･葱) ｽｰﾌ (゚ﾜｶﾒ･葱) ﾖｰｸﾞﾙﾄ
牛乳 ﾖｰｸﾞﾙﾄ ﾖｰｸﾞﾙﾄ ｽｰﾌ (゚白菜･ﾍﾞｰｺﾝ) ﾖｰｸﾞﾙﾄ

936kcal 858kcal
ご飯 ご飯 ひじきご飯 ご飯 ご飯
厚切ﾊﾑ 手作りかき揚げ けんちんそば 鶏の唐揚げ ごま味噌炒め肉豆腐
ｵﾆｵﾝﾘﾝｸﾞ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ ﾐｯｸｽ野菜 ﾐｯｸｽ野菜
畑のお肉 ﾊﾟｲﾝ缶 ﾊﾟｲﾝ缶 蒸鶏とｷｬﾍﾞﾂの和え物 蒸鶏とｷｬﾍﾞﾂの和え物
付合せ     漬物 ｽｰﾌ (゚菜の花･ｺｰﾝ) 味噌汁(白菜･人参) 味噌汁(白菜･人参)
味噌汁(ﾜｶﾒ･玉葱) 牛乳 牛乳

806kcal

※　国旗が表示してあるメニューはその国の代表料理です。   

      世界の国の食文化を考えながら食事を提供しています。

※　仕入れの都合上、メニューを変更する場合がございます。ご了承下さいませ。

昼　　　食 夕　　　食 昼　　　食 夕　　　食

A B A B A B A B

897ｋｃａｌ 897ｋｃal 994kcal 800ｋcal 1123kcal 868kcal 942kcal 882kcal

962kｃａｌ 954kcal 1173kcal 952kcal 989kcal 1019kcal 1147kcal 1006kcal
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826kｃａｌ 903kcal 1073kcal 879kcal 865kcal 876kcal 1171kcal 918kcal

760kcal 869kcal 1115kcal 923kcal 903kcal 970kcal 975kcal 977kcal

764kｃａｌ 968kcal 986kcal 907kcal 733kcal 1068kcal 1099kcal 947kcal

1057kcal 1014kcal 721kcal 940kcal 938kcal 957kcal 987kcal 784kcal

1018ｋｃａｌ 837ｋｃａｌ 993ｋｃａｌ 958ｋｃａｌ 1035kcal 957kcal 1034kcal 966ｋcal

907kcal 726kcal 922kcal 817ｋｃａｌ 1014kcal 821kcal 933kcal 965kcal

842kcal 1014kcal 1240kcal 1181kcal 834kcal 739kcal 1278kcal 1008kcal

1020kcal 1221kcal 1199kcal 892kcal 958kcal 951kcal 1146kcal 976kcal

813kcal 934ｋｃａｌ 1107ｋｃal 949ｋｃａｌ 863kcal 996kcal 1210kcal 913kcal

915kcal 912kcal 956kcal 927kcal 906kcal 1003kcal 1011kcal 990kcal

1080kcal 1046kcal

858kcal 916kcal 1030kcal 879kcal 850kcal 933kcal

1122kcal 971kcal

950kcal 906kcal

828kcal 902kcal 1093kcal 944kcal 954kcal 860kcal

1063kcal 978ｋcal

740kcal 959kcal 1214ｋｃal 1200ｋｃａｌ

876kcal 880kcal 971kcal 900kcal
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5月分献立


