
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日 5日
朝食

昼食

夕食

6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
朝食 レモンバジルチキン ミニアメリカンドッグ3個 照り焼きチキン ジャーマンポテト 調理パン

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

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
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・コーンフレーク

ジャム ジャム ジャム ジャム
納豆 味噌汁 選べる茶漬け 温泉卵
スープ 朝カレー 味噌汁 スープ
味噌汁 味噌汁

昼食 ひじきごはん ごはん ごはん 麦ご飯 えびだし塩焼きそば
白菜とたまごの味噌汁 かぶのスープ わかめと卵の味噌汁 のっぺい汁 豚もやしスープ
さばの塩焼き 牛タンメンチ2個 豚肉のスタミナ炒め 鶏の味噌漬け焼き5個 海藻サラダ
ツナサラダ菜サラダ シンプルサラダ レタスサラダ 水菜とツナのサラダ 牛乳
りんごカットゼリー 牛乳 牛乳 牛乳

夕食 坦々麺 ごはん ごはん アラビアータ 菜めし ごはん
中華レタスサラダ 麩とわかめの味噌汁 野菜味噌汁 サニーレタスサラダ 肉豆腐 かに玉スープ
大きい餃子 焼きとり カレイのしょうが煮 野菜のキッシュ 白玉ぎょうざ3個 焼き肉
フルーツ杏仁 サニーレタスのサラダ グリーンサラダ コーヒーゼリー もやしの中華サラダ BLTサラダ

牛乳 杏仁豆腐 エクレア 豆乳パンナコッタ

13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日
朝食 調理パン ウインナーソテー チキンハンバーグ スコッチエッグ チキンの醤油焼き チキンのオーブン焼き スクランブルエッグ

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 ゆでスナップエンドウ ゆでブロッコリー＆ミニトマト ウインナー
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 グリーンサラダ
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・コーンフレーク 牛乳
ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム ごはん・パン・コーンフレーク

鮭フレーク 鶏そぼろ 納豆 選べる茶漬け 生卵 ジャム
スープ 白菜のトマトスープ スープ 漬物 朝カレー 味付きのり
味噌汁 味噌汁 味噌汁 じゃがいもとわかめの味噌汁 味噌汁 スープ

パンケーキ 味噌汁
メープルアーモンドツイスト

昼食 ごはん キムチチャーハン ひじきと梅のまぜごはん ごはん コッペパン・ごまロール ごはん ナポリタン
田舎汁 大根とにらのスープ 白菜と卵の具だくさんスープ 豆腐と小松菜の味噌汁 ポトフ キャベツと豚肉の塩麹スープ シンプルサラダ
牛肉とれんこんの甘辛炒め煮 春巻き たらの煮つけ にんにく醤油から揚げ マカロニグラタン さばの味噌煮 牛乳
キャベツと水菜のサラダ 春雨のマヨポン酢サラダ サニーレタスサラダ 千切りキャベツサラダ サラダ菜トマトサラダ クルトンサラダ チョコムース
牛乳 杏仁豆腐 りんご みかん 牛乳 フルーツ白玉

ホテルバター
夕食 かき揚げ丼 野菜味噌ラーメン ハヤシライス ごはん カレーうどん ごはん 鶏ごぼうごはん

ポテトサラダ 海藻サラダ ノンフライナゲット すいとん もち米肉団子 生ゆばのお吸い物 野菜味噌汁
生ほうれん草サラダ 豚角煮入りちまき シーザーサラダ 焼き鮭 かぶとえびのマリネ 和風チキンステーキ 赤魚の煮つけ
フルーチェ オレンジジュース ババロアシュークリーム ニース風サラダ 牛乳 水菜の韓国風サラダ ほうれん草の胡麻和え

チャプチェ 宇治抹茶のわらび餅 りんごジュース

20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日
朝食 豚肉いんげん巻き2個 テリチキ ピカタ ケチャップ肉団子 レモンバジルチキン ハッシュドポテト 調理パン

ゆでスナップエンドウ 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 赤ウインナー
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 グリーンサラダ
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 牛乳
ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム ごはん・パン・コーンフレーク

きんぴらごぼう 生卵 朝カレー 納豆 とろろ ジャム
スープ スープ 味噌汁 味噌汁 スープ 選べる茶漬け
味噌汁 味噌汁 ココア 味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん チキンライス ごはん フォカッチャ ごはん ごはん 麻婆丼
えのきと揚げの味噌汁 マカロニスープ 豚もやしスープ ミニメロンパン 具だくさん味噌汁 わかめと葱の味噌汁 もやしとにらのスープ
豚キムチ炒め かにクリームコロッケ＆ハムカツ さばの塩焼き ホテルバター クリームチーズ入りメンチ2個 照り焼きチキン バンサンスー
シンプルサラダ 千切りキャベツサラダ 生ほうれん草サラダ かぼちゃのシチュー シンプルサラダ コブサラダ 牛乳
コーヒーゼリー アセロラゼリー りんご レモン風チキン2個 みかん 牛乳

カリフラワーとハムのマリネ

麦芽豆乳
夕食 ロコモコ丼 オム焼きそば ごはん 焼き肉丼 トマトクリームスパゲティ ごはん ごはん

かぶのスープ 大根と葱のスープ 塩ちゃんこ鍋風スープ 豆腐とわかめの味噌汁 トッピング かぼちゃのクリームスープ キャベツとえのきの味噌汁
厚切りポテトの明太マヨ 白玉ぎょうざ3個 チンジャオロース 切り干し大根の煮物 野菜のキッシュ ハンバーグ(選べるソース) プルコギ
BLTサラダ 海藻サラダ グリーンサラダ ツナサラダ菜サラダ 生ほうれん草サラダ サニーレタスサラダ クルトンサラダ
牛乳 牛乳 白いおさつスティック 牛乳飲み放題 牛乳 いちごクレープ キムチ

27日 28日 29日 30日 31日
朝食 ハムステーキ 肉団子3個 チキンのオーブン焼き ジャーマンポテト ツナオムレツ

スクランブルエッグ 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 ゆでスナップエンドウ
ゆでブロッコリー＆ミニトマト 牛乳 ごはん・パン・チョコクリスピー 牛乳 牛乳
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

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 鶏そぼろ スープ 朝カレー ひじき炒り煮
味付きのり スープ 味噌汁 味噌汁 スープ
ココア 味噌汁 納豆 パンケーキ 味噌汁
味噌汁

昼食 麦ご飯 ごはん ごはん 完熟トマトのハヤシライス ソフトカンパーニュ1個
けんちん汁 白湯スープ キャベツと豚肉の塩麹スープ ポテトサラダ ミニメロンパン
鮭のマヨチーズ焼き 回鍋肉 アジフライ ベビーリーフサラダ ABCスープ
ほうれん草と豚しゃぶの胡麻和え 切り干し大根のサラダ シンプルサラダ 牛乳 かにクリームコロッケ＆ハムカツ

とろろ ゴールドキウイ ショートケーキ大福 ベビーリーフサラダ
牛乳

夕食 チキンカレー きつねうどん(関西・関東つゆ) ごはん 菜めし 牛肉のせたまごあんかけうどん

スコッチエッグ 豚角煮入りちまき 中華コーンスープ おでん いかフリッター
アーモンドサラダ たこときゅうりのチョレギサラダ 山賊焼き たこやき3個 きゅうりとわかめの酢の物
牛乳 牛乳 海藻サラダ 水菜のサラダ 牛乳

かぼちゃプリン 緑の野菜ジュース

ハートフルキッチン(那須校)

2020年 1月 月間献立表

♪メモ

１月はかぶや白菜、ほうれん草など冬の食材を使ったメニューを多く取り入れました。みかんやりんごなど旬の果物

も取り入れています。旬の味を楽しみましょう♪

冬休みが終わり、年末年始で食生活や生活のリズムが乱れた方も多いのではないでしょうか。

胃腸も体も疲れ気味・・・そんな弱いところに付け込んで体調を崩し風邪をひく人が増える時期です。風邪予防には

ウイルスに対する抵抗力や免疫力を高めるビタミン・ミネラルを十分にとり、バランスの良い食事を摂ることが大切

です。もちろん体を冷やさないようにするあたたかい料理も大切です。給食では生徒の皆さんが毎日を元気に過ご

せるように食事の面からサポートしていきたいと思います♪

12月にカフェテリアアンケートに入れていただいた、食べたいもののリクエストをたくさん組み込んでいます。リクエ

ストいただいたものは、メニューをオレンジの文字にしてあります。お楽しみに♪


