
月 火 水 木 金 土 日

22日
朝食 調理パン等(セレクト)

昼食 やきそば
にらまんじゅう
グリーンサラダ
おかわりスープ

夕食 ごはん
ポトフ風スープ
チーズインハンバーグ(選べるソース)

グリーンサラダ
ティラミス

23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日
朝食 チキンのオーブン焼き アスパラベーコン巻き ベーコンスクランブルエッグ 卵とチーズのオーブン焼き アスパラベーコン巻き 目玉焼き レモンバジルチキン

ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ グリーンサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・チョコクリスピー ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・チョコクリスピー ごはん・パン・コーンフレーク

ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム
とろろ 味付きのり 鶏そぼろ おかわり切干大根 スープ 納豆 選べる茶漬け
スープ スープ スープ スープ 味噌汁 スープ スープ
キャベツと揚げの味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 ひじき炒り煮 味噌汁 味噌汁

昼食 ココア揚げパン カレーうどん ロールパン 五目ごはん ハヤシライス ごはん お弁当
マカロニスープ たこやき ミニメロンパン さつまいもの味噌汁 クランチポテト 鶏つみれの中華スープ
ノンフライチキン グリーンサラダ ポトフ風スープ ぶり大根 グリーンサラダ エビマヨ
グリーンサラダ りんご マカロニグラタン サラダ菜コーンサラダ 焼きプリンタルト グリーンサラダ
選べるデザート グリーンサラダ アイス大福 コーヒーゼリー

コーヒー牛乳
夕食 ごはん オムライス(デミoｒトマト) ごはん お弁当 野菜塩ラーメン ごはん ごはん

春雨入り酸辣湯 かにクリームコロッケ・チキンカツ パンプキンスープ ミニピザまん わかめと豆腐・ねぎの味噌汁 さつまいもの味噌汁
焼き肉(選べるたれ) グリーンサラダ グリルチキン(選べるソース) 生ほうれん草サラダ とんかつ(選べるソース) 豚バラ大根
グリーンサラダ セルフトライフル グリーンサラダ みかん 千切りキャベツサラダ グリーンサラダ
中華ポテト スープ ハリケーンポテト 選べるゼリー フルーチェ

お酢ドリンク

30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日
朝食 ハッシュドポテト カップグラタン プレーンオムレツ チキンのオーブン焼き しょうゆチキン ハムステーキ 調理パン等(セレクト)

ウインナー グリーンサラダ 赤ウインナー 牛乳 グリーンサラダ 甘口卵焼き
グリーンサラダ 牛乳 グリーンサラダ ゆでブロッコリー 牛乳 ゆでブロッコリー
牛乳 ごはん・パン・コーンフレーク 牛乳 ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク 牛乳
ごはん・パン・コーンフレーク ジャム ごはん・パン・コーンフレーク ジャム ジャム ごはん・パン・コーンフレーク

ジャム 鮭フレーク ジャム 納豆 鶏そぼろ ジャム
スープ スープ ひじき炒り煮 厚揚げと白菜の味噌汁 スープ スープ
味噌汁 キャベツと揚げの味噌汁 スープ スープ じゃがいもとわかめの味噌汁 味噌汁

昼食 ラピュタパン 手巻きちらし寿司 味噌汁
ポトフ 生ゆばのお吸い物 バーガーバンズ 麦ご飯 ごはん アラビアータ
骨付きガーリックチキン ノンフライチキン ハンバーグ 豚汁 けんちん汁 スペイン風オムレツ
グリーンサラダ 小松菜とささみのおひたし グリーンサラダ 焼き鮭 豚肉しょうが焼き 海藻サラダ
コーヒー牛乳 豆腐のチーズケーキ スライストマト グリーンサラダ グリーンサラダ 野菜ジュース

具だくさんミネストローネ ベリー大福 おかわりキムチ
夕食 バイキング かけうどん(選べるトッピング) ジュース おかわりとろろ

桃の杏仁豆腐 えび天ぷら・磯辺揚げ 鶏そぼろと焦がしねぎごはん 親子丼 白湯スープうどん カレーライス ごはん
グリーンサラダ 生ゆばのお吸い物 えび海鮮ぎょうざ 白玉ぎょうざ いかフリッター 豆乳スープ
バニラアイス ぶりのてり焼き グリーンサラダ 浅漬け グリーンサラダ グリルチキン(選べるソース)

ゆで豚サラダ オレンジ ナタデココ りんごジュース グリーンサラダ
プリン 選べるクレープ

6日 7日
朝食 プレーンオムレツ チーズ肉団子

グリーンサラダ グリーンサラダ
牛乳 牛乳
ごはん・パン・コーンフレーク ごはん・パン・コーンフレーク

ジャム ジャム
味付きのり 鮭フレーク
スープ スープ
味噌汁 味噌汁

昼食 5色まぜごはん たらこクリームスパゲティ・
かぶの味噌汁 鶏肉と野菜のバジルグリル
選べるフライ グリーンサラダ
グリーンサラダ コーヒー牛乳
冷凍パイン

夕食 焼肉丼 ごはん
厚切りポテトのハニーマスタード 大根とわかめのスープ
グリーンサラダ 回鍋肉
フルーチェ グリーンサラダ

えびしゅうまい

ハートフルキッチン(関西校)2019年 冬休み期間献立

メモ

天候、食材の仕入れ状況により、献立が変更になることがあります。
ご了承ください。


