
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日 5日
朝食 チキンのオーブン焼き ウインナー 甘口卵焼き チーズ肉団子 調理パン

ゆでブロッコリー＆ミニトマト ハッシュドポテト きんぴらごぼう グリーンサラダ
牛乳 グリーンサラダ グリーンサラダ 牛乳
ごはん・パン・チョコクリスピー 牛乳 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 ごはん・パン・コーンフレーク ジャム
しそひじき ジャム ジャム ヨーグルト
スープ スープ スープ スープ
味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

昼食 お弁当 ごはん ✿ひなまつりメニュー🌼 ごはん 焼きうどん
もやしの味噌汁 ゆかりごはん 豚汁 ほうれん草ともやしの味噌汁
豚肉のしょうが炒め 生ゆばのお吸い物 カレイのしょうが煮 鶏ごぼう炒め
グリーンサラダ 和風チキンステーキ キャベツと水菜のサラダ いちごゼリー
野菜のスパゲティサラダ クルトンサラダ スイートポテト

ひなまつりデザート
夕食 ごはん ごはん カレーうどん ごはん ごはん

根菜の味噌汁 マカロニスープ 焼きおにぎり2個 ごま豆乳スープ かぼちゃの味噌汁
牛肉と大根の煮物 ハンバーグ サニーレタスサラダ 鶏のレモン焼き オニオンソースハンバーグ
レタスコーンサラダ クルトンサラダ 牛乳プリン 海藻サラダ サラダ菜トマトサラダ/
ストロベリームース 牛乳 牛乳 牛乳

6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
朝食 チキンのオーブン焼き ベーコンスクランブルエッグ ジャーマンポテト チーズオムレツ 玉子焼き チキンハンバーグ 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 筑前煮 グリーンサラダ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 グリーンサラダ 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・フルグラ 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 ジャム ジャム ジャム ごはん・パン・コーンフレーク ジャム
納豆 パンケーキ 鮭フレーク しそひじき ジャム 切干大根の煮物
スープ スープ 味噌汁 ココア スープ 選べる茶漬け
味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん 麦ご飯 ごはん ごはん チャーハン ごはん ナポリタン
きりたんぽ鍋スープ ちくわと三つ葉のすまし汁 ほうれん草と卵のスープ 里芋の味噌汁 ワンタンスープ さつまいもの味噌汁 ほうれん草のスープ
焼き鮭 とんかつ(選べるソース) 包み焼きハンバーグ タンドリーチキン 春巻き 鶏のさっぱりジンジャー煮 キャベツとみず菜のサラダ
リーフレタスサラダ 千切りキャベツサラダ 千切りキャベツサラダ コブサラダ 千切りキャベツサラダ ベビーリーフサラダ エッグタルト
じゃがいもとうずらの甘辛煮 とろろ フルーチェ(ピーチ) いちご3個 桃の杏仁豆腐 キウイフルーツ

夕食 ごはん 昔ながらの東京ラーメン 親子丼 ごはん 山菜うどん ごはん ごはん
えのきと卵の味噌汁 豚角煮入りちまき たこやき3個 わかめと豆腐葱の味噌汁 れんこんのはさみ揚げ 白菜と卵の具だくさんスープ えのきの味噌汁
鶏肉と大根の煮物 中華レタスサラダ サニーレタスサラダ さばの味噌煮 海藻サラダ 焼き肉 照り焼きチキン
シンプルサラダ 牛乳 清美オレンジ 生ほうれん草サラダ たい焼き サニーレタスサラダ レタスコーンサラダ
社長の気まぐれデザート 2色プチシュー 牛乳 エクレア

13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日
朝食 ケチャップ肉団子 ハムチーズピカタ チキンのオーブン焼き レバー入り肉団子 チーズオムレツ 野菜の焼きつくね 調理パン

ゆでブロッコリー＆ミニトマト 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 グリーンサラダ
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・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
ヤクルト 鶏そぼろ しそこんぶ ヨーグルト 選べる茶漬け ごま昆布
スープ スープ 味噌汁 スープ 味噌汁 スープ
味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん ひじきと梅のまぜごはん オリジナルカレー 揚げパン ごはん フォカッチャ ビビンバ
豚汁 えのきと絹さやの味噌汁 エビフライ ジンジャースープ じゃがいもと玉葱のスープ ホテルバター かにしゅうまい2個
カレイの煮付 さばのしょうが煮 シンプルサラダ チキンソテー ハンバーグ チキントマトクリームシチュー ミックス野菜サラダ
キャベツとコーンのサラダ ミモザサラダ 牛乳 レタスきゅうりサラダ リーフレタスサラダ チーズ入りウインナー 牛乳
社長の気まぐれ1品 牛乳 りんご ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ クルトンサラダ

牛乳
夕食 ごはん フェットチーネクリームパスタ ごはん ごはん 肉うどん ごはん ごはん

えのきと小松菜の味噌汁 ノンフライナゲット3個 肉じゃが えのきとキャベツの味噌汁 きゅうりといかの生姜和え キャベツとベーコンのスープ 野菜味噌汁
トンテキ クルトンサラダ しそ巻きぎょうざ3個 鮭のごましょうゆ焼き ぼたもち 鶏肉と大根の煮物 豚肉の塩ダレ炒め
BLTサラダ ストロベリームース サラダ菜トマトサラダ シンプルサラダ 牛乳 レタスと卵のサラダ 海藻サラダ
キャンディーチーズ フルーツ杏仁 ぶどうゼリー スイートポテト ココアババロア

20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日
朝食 和風醤油チキン２個 玉子焼き

グリーンサラダ 切干大根
牛乳 グリーンサラダ
ごはん・パン・コーンフレーク 牛乳
ジャム ごはん・パン・コーンフレーク

パンケーキ ジャム
スープ スープ
味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん
キャベツと豚肉の味噌汁
鮭のマヨチーズ焼き
クルトンサラダ
チョコマフィン

夕食 タコライス
クランチポテト
ブロッコリーサラダ
ティラミス

27日 28日 29日 30日 31日
朝食

昼食

夕食

ハートフルキッチン(那須校)

2023年 3月 月間献立表

♪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。

・3/3はひな祭りメニューです。
・3/17にはお彼岸のぼたもちを提供します。
・3/21(火)昼食より食事オーダー制となります。

今年度も、あと少しで終わりですね。残念ながら給食ではお寿司やお刺身などの生ものは提供できません。ぜひ春休みにおうちの

方と給食では食べられないものをたくさん楽しんできてください。

地元の郷土料理やお母さんの自慢のメニューなど、食べてきたおいしいものの話を春休み明けに教えてくださいね♪

4月にまたみなさんの元気な顔を見られることを楽しみにしています。


