
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日

朝食 ごはん 調理パン
かぶの味噌汁 おにぎり
若鶏のごま照り焼き 選べる飲み物ゼリー

小松菜のおひたし おかわり用ごはん味噌汁

さつまいも煮3個
昼食 ごはん 親子丼

ポトフ風スープ 春雨サラダ

チーズinハンバーグ 野菜ジュース

クルトンサラダ
ルビーグレープフルーツゼリー

夕食 焼き肉丼 ごはん

丸はんぺんのすまし汁 肉豆腐

切干大根の煮物 小籠包２個

グリーンサラダ 海藻サラダ

牛乳 牛乳

3日 4日期末 5日期末 6日期末 7日期末Ⓓエル祭メニュー 8日 9日
朝食 ごはん しらすごはん クロワッサン ごはん コーンフレーク・牛乳 ごはん 調理パン

ほうれん草ともやしのスープ 大根と麩の味噌汁 ポトフ風スープ かぶの味噌汁 ミルクパン2個 じゃがいもと玉葱の味噌汁 おにぎり
レモンバジルチキン 筑前煮 エビグラタン 韓国風チヂミ2個 白菜と肉団子のスープ さばみりん焼き 選べる飲み物ゼリー

ツナレタスサラダ 菜の花のおひたし ゆでスナップエンドウ 小松菜の和え物 ベーコンスクランブルエッグ ほうれん草と豚しゃぶの胡麻和え おかわり用ごはん味噌汁

型抜きレアチーズいちご ジョアブルーベリー 牛乳 納豆 えびとブロッコリーのサラダ バナナ
昼食 チャーハン ごはん ごはん コッペパン・牛乳 ごはん ごはん チキンカレー

わかめと豆腐のスープ けんちん汁 中華コーンスープ フレンチトースト 押し麦のジンジャースープ ワンタンスープ 白菜とベーコンのスープ

春巻き2本 鮭のマヨチーズ焼き 酢豚 具だくさんオニオンコンソメスープ あじの南蛮漬け 回鍋肉 ミックス野菜サラダ

シンプルサラダ 水菜のチョレギサラダ 生ほうれん草サラダ チキンステーキ 千切りキャベツサラダ シンプルサラダ 牛乳

マンゴープリン・牛乳 ティラミス大福 桃の杏仁豆腐 コブサラダ オレンジ エッグタルト
夕食 完熟トマトのハヤシライス かき揚げうどん ごはん 鶏ごぼうごはん トマトクリームスパゲティ 十八穀米 ごはん

ハッシュドポテト いなりずし2個 えのきの味噌汁 にらと揚げの味噌汁 ミニアメリカンドッグ4個 わかめとえのきのみそ汁 せんべい汁

ニース風サラダ 茹で豚とキャベツのサラダ 牛肉と厚揚げの甘辛煮 カレイのしょうが煮 ベビーリーフサラダ 和風おろしハンバーグ 赤魚の煮つけ

牛乳 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 海藻サラダ グリーンサラダ お祝いケーキ キャベツと水菜のサラダ グリーンサラダ

みかん ぶどうゼリー 牛乳 ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

10日 11日Ⓓエル祭持ち出し 12日授業 13日 14日給食会議 15日合唱コン 16日
朝食 ごはん ごはん お茶漬け チーズデニッシュ ごはん チョコクリスピー・牛乳 調理パン

麩と葱の味噌汁 白菜と揚げの味噌汁 肉巻きごぼう 白パンココア じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 野菜のトマトコンソメスープ おにぎり
肉団子3個 豆腐ハンバーグ ほうれん草のおひたし ツナオムレツ あじ西京焼き チキンのオーブン焼き 選べる飲み物ゼリー

小松菜のおひたし レタスコーンサラダ 五目ひじき煮 赤ウインナー2本 エリンギソテー コールスローサラダ おかわり用ごはん味噌汁

野菜の煮物 那須の生卵 ベビーリーフサラダ ヨーグルト バナナ
昼食 ソフトカンパーニュ1個 ごはん ごはん ひじきと梅のまぜごはん ごはん ごはん カレーうどん

メープルアーモンドツイスト キャベツとえのきの味噌汁 なめこの味噌汁 生ゆばのお吸い物 わかめと豆腐葱の味噌汁 豚もやしスープ 肉しゅうまい2個

ポトフ風スープ 照り焼きチキン えびカツ さばの塩焼き 鶏の味噌漬け焼き5個 あじフライ 小松菜ともやしのポン酢和え

マカロニグラタン サニーレタスサラダ シンプルサラダ サラダ菜トマトサラダ レタスきゅうりサラダ 千切りキャベツサラダ 牛乳
シーフードマリネ麦芽豆乳 ポテトサラダ牛乳 緑の野菜ジュース 切り干し大根の煮物(大豆ごま) フルーツ白玉 りんご

夕食 菜めし 持ち出し ごはん ごはん オム焼きそば 天津飯 ごはん

おでん かぼちゃの味噌汁 野菜味噌汁 白菜とにんじんのスープ 台湾風ビーフン キムチ鍋風スープ

ちくわの磯辺揚げ2個 牛肉のしょうが炒め 豚キムチ炒め 小龍包2個 蒸し鶏のグリーンサラダ 焼き肉
茹で豚とサニーレタスサラダ コブサラダ キャベツと水菜のサラダ 大根とハムのサラダ フルーチェ(ミックスベリー) シンプルサラダ

みかん ぶどうカットゼリー 牛乳 牛乳 練乳いちごゼリー

17日 18日 19日 20日聖夜祭メニュー 21日大作務・避難訓練 22日終業式 23日黒羽マラソン
朝食 ごはん ホットドック 選べる茶漬け ごはん しらすごはん ごはん ごはん・チョコクロワッサン

キャベツと揚げの味噌汁 野菜スープ 野菜炒め 大根の味噌汁 麩とわかめの味噌汁 具だくさん味噌汁 白菜のしょうがスープ

豚肉いんげん巻き2個 ミニラザニア 味噌だれ肉だんご2個 野菜の焼きつくね トマトケチャップ肉団子 照り焼きチキン チキンのオーブン焼き

菜の花のおひたし えびとブロッコリーのサラダ アロエヨーグルト キャベツとベーコンのソテー 小松菜のおひたし もやしの中華サラダ ブロッコリーサラダ

那須の温泉卵 牛乳 筑前煮 ジョアストロベリー しそひじき バナナ
昼食 麦ご飯 ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん

鶏つみれとみつばのすまし汁 麩とねぎの味噌汁 豚汁 豆腐とほうれん草の味噌汁 ポトフ風スープ 肉豆腐

鮭のごましょうゆ焼き 豚肉のしょうが炒め さばの味噌煮 酢豚 ハンバーグ ごぼうから揚げ

生ほうれん草サラダ 千切りキャベツサラダ 水菜の韓国風サラダ 水菜のサラダ ベビーリーフサラダ 春雨のマヨポン酢サラダ

とろろ たこときゅうりのキムチ和え カスタードクレープ ゴールドキウイ 牛乳 冬至かぼちゃ
夕食 ごはん 牛肉のせたまごあんかけうどん ポークカレー チキンライス しょうゆラーメン(あっさりこってり) 牛丼

わかめと豆腐葱の味噌汁 豚角煮入りちまき イカリング4個 つぶつぶコーンスープ 大きい餃子 なめこの味噌汁

鶏のからあげ5個 三色ナムル アボカドサラダ ローストチキン バンバンジー風サラダL たまごとｶﾆかまのｻﾗﾀﾞ

サニーレタスサラダ プッチンプリン はちみつレモンカットゼリー シーザーサラダ 豆乳パンナコッタ ツナサラダ菜サラダ

牛乳 牛乳 ショートケーキ 今川焼カスタード

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
朝食

昼食

夕食

31日
朝食

昼食

夕食

ハートフルキッチン

2018年 12月 月間献立

♪メモ
天候により、献立が変更になることがあります。ご了承ください。
今月は期末考査があります。この期間はテストを頑張れるように人気のメ
ニューやデザートを取り入れました。
12/20は那須本校「聖夜祭」の特別献立です。お楽しみに！

冬季休業のため12/23昼食より食事オーダー制となります。


