
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日
朝食 チーズ肉団子 スクランブルエッグ

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

選べる茶漬け ジャム
味噌汁 味付きのり

スープ
味噌汁

昼食 ごはん ナポリタン
のっぺい汁 チキンマリネサラダ
鶏のさっぱりジンジャー煮 キャベツとコーンのサラダ
海藻サラダ 牛乳
牛乳

夕食 ごはん ごはん
生ゆばのお吸い物 肉じゃが
煮込みハンバーグ えびフリッター
サニーレタスサラダ リーフレタスサラダ
牛乳 抹茶プリン

3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
朝食 調理パン 調理パン ジャーマンポテト チキンハンバーグ チーズオムレツ チキンのオーブン焼き 調理パン等(セレクト)

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
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
那須の温泉卵 とろろ きんぴらごぼう 生卵
味噌汁 スープ ココア スープ

味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 ソース焼きそば 天津飯 鶏そぼろと焦がしねぎごはん わかめごはん ごはん ソフトカンパーニュ1個 麻婆丼

とろみスープ ワンタンスープ きりたんぽ鍋スープ さつまいもの味噌汁 ほうれん草と卵のスープ アップルデニッシュ2個 海鮮しゅうまい
レタスきゅうりサラダ サラダ菜サラダ いわしフライ カレイのしょうが煮 チキンソテー ホテルバター サニーレタスサラダ
ぶどうゼリー 焼きビーフン 千切りキャベツサラダ グリーンサラダ アボカドサラダ ビーフシチュー 牛乳

節分豆 チャプチェ ストロベリームース イカリング
ベビーリーフサラダ
牛乳

夕食 ごはん きつねうどん オリジナルカレー ごはん 坦々麺 ごはん ごはん
かぶの味噌汁 肉しゅうまい2個 ミニアメリカンドッグ4個 田舎汁 ミニピザまん 麩とわかめの味噌汁 けんちん汁
豚肉のカレー醤油炒め きゅうりとかにかまの酢の物 サラダ菜トマトサラダ 鶏肉のガーリックバターソテー 大根サラダ 鶏肉のおろし煮 さばの味噌煮
水菜の韓国風サラダ 練乳いちごゼリー 牛乳 生ほうれん草サラダ 野菜ジュース コブサラダ BLTサラダ
プッチンプリン みかん ポテトサラダ ペアクリームワッフル

10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
朝食 レモンバジルチキン 調理パン等(セレクト) プチウインナードッグ ハムステーキ 焼き鮭 チキンナゲット 調理パン等(セレクト)

ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ 目玉焼き ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ
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・チョコクリスピー 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

ジャム ジャム ごはん・パン・コーンフレーク ジャム ジャム
味付きのり 納豆 ジャム 鶏そぼろ 朝カレー
スープ スープ ヨーグルト 具だくさんミネストローネ 味噌汁
味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁

味噌汁
昼食 豚丼 麦ご飯 ごはん ごはん フォカッチャ ごはん 鶏そば

わかめスープ ちくわと三つ葉のすまし汁 せんべい汁 具だくさん味噌汁 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 今川焼カスタード
揚げじゃが 鶏の味噌漬け焼き5個 鮭のマヨチーズ焼き ヒレカツ ホテルバター 豚肉のしょうが炒め 大根サラダ
ミックス野菜サラダ サラダ菜トマトサラダ 水菜のパリパリわんたんサラダ ニース風サラダ かぼちゃのシチュー コブサラダ 牛乳
牛乳 ルビーグレープフルーツゼリー 2色プチシュー 緑の野菜ジュース ハートハンバーグ 白いおさつスティック

グリーンサラダ
ブラウニー

夕食 ごはん 魚介豚骨ラーメン ごはん ごはん カルボナーラ 完熟トマトのハヤシライス さんまのかば焼き丼
かぼちゃのクリームスープ もち米肉団子 かに玉スープ 豚もやしスープ ノンフライナゲット4個 ハッシュドポテト 野菜味噌汁
チーズインハンバーグ サニーレタスサラダ 焼き肉(選べるタレ) 赤魚の煮つけ サニーレタスサラダ シーザーサラダ 筑前煮
海藻サラダ フルーツ白玉 クルトンサラダ シンプルサラダ はちみつレモンカットゼリー 牛乳 生ほうれん草サラダ
ティラミス ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(ｷｳｲ) かぶとえびのマリネ 牛乳

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
朝食 ケチャップ肉団子 チキンのオーブン焼き ハムチーズピカタ テリチキ ベーコンスクランブルエッグ チーズ肉団子 調理パン等(セレクト)

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 ゆでブロッコリー＆ミニトマト 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
選べる茶漬け 味付きのり 鮭フレーク 温泉卵 納豆 とろろ
味噌汁 ココア スープ パンケーキ スープ スープ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 ごはん ごはん ひじきと梅のまぜごはん ごはん ごはん ごはん 長崎ちゃんぽん

牛肉とごぼうのスープ 中華たまごスープ すいとん キャベツとえのきの味噌汁 キャベツと豚肉の塩麹スープ 豚汁 中華レタスサラダ
あじの南蛮漬け プルコギ カレイの煮付 牛肉と厚揚げの甘辛煮 エビチリ 和風おろしハンバーグ エクレア
水菜のサラダ 大根サラダ BLTサラダ 生ほうれん草サラダ ベビーリーフサラダ グリーンサラダ 牛乳
ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ プリン シフォンケーキ生クリームのせ 柚子ゼリー 焼きプリンタルト 抹茶プリン

夕食 ごはん スパゲティミートソース ごはん ごはん 肉うどん ごはん ごはん
塩ちゃんこ鍋風スープ クランチポテト 肉豆腐 キムチ鍋風スープ いなり寿司2個 ほうれん草と卵のスープ 根菜の味噌汁
焼きとり カリフラワーとハムのマリネ 小籠包 さわらのレモンソテー 蒸し鶏と白菜のサラタケサラダ 豚肉と玉ねぎのポン酢炒め 骨付きチキン2個
海藻サラダ 牛乳 サラダ菜トマトサラダ チョレギサラダ 牛乳 水菜とコーンのサラダ シンプルサラダ
フルーツキャロットゼリー 桃の杏仁豆腐 フルーツナタデココ グレープフルーツジュース 豆乳パンナコッタ

24日 25日 26日 27日 28日 29日
朝食 調理パン等(セレクト) スコッチエッグ 野菜の焼きつくね チキンのオーブン焼き 焼き鮭 アスパラベーコン巻き２個

グリーンサラダ グリーンサラダ 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

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・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
鮭フレーク 納豆 漬物 選べる茶漬け ヨーグルト
スープ スープ ココア 味噌汁 スープ
味噌汁 味噌汁 味噌汁 コーンスープ

昼食 牛丼 フォカッチャ ごはん ごはん ごはん ごはん
水菜の韓国風サラダ ミニメロンパン なめことねぎの味噌汁 白湯スープ 里芋と白菜の味噌汁 大根の味噌汁
豆腐と小松菜の味噌汁 ホテルバター タンドリーチキン トンテキ 豚肉味噌漬け焼き 鮭のごましょうゆ焼き
たい焼き チキントマトクリームシチュー ツナレタスサラダ リーフレタスサラダ 水菜のパリパリわんたんサラダ ミモザサラダ
牛乳 えびフリッター フルーチェ ショートケーキ大福 いちご3個 牛乳

サラダ菜トマトサラダ
黄色野菜ジュース

夕食 ごはん しょうゆラーメン ポークカレー ちらし寿司 稲庭風うどん ビーフストロガノフ
大根とわかめの味噌汁 大きい焼き餃子 野菜のキッシュ 生ゆばのお吸い物 きゅうりとかにかまの酢の物 フライドポテト
豚キムチ炒め 三色ナムル グリーンサラダ 鶏のからあげ5個 豚角煮入りちまき 生ほうれん草サラダ
サニーレタスサラダ セノビーゼリー 牛乳 千切りキャベツサラダ 宇治抹茶のわらび餅 オレンジジュース
牛乳 みかん りんご

ハートフルキッチン(那須校)2020年 2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。

２月３日は節分です。給食では今年一年も学園生のみなさんが健康で過ごせますように願いを込めて、2月5日にいわし
のフライ、福豆を出します。日本の伝統的な行事食を体験してみましょう♪
三寒四温という言葉を知っていますか？三寒四温とは、冬に三日間ほど寒い日が続き、その後に四日間 ほど暖かい日
が続くことを言います。これが繰り返されると、暖かくなり春を迎えると言われています。まだ少し寒い日が続きますが、温
かいものを食べたり冬が旬の食べ 物を食べるなどして、楽しみながら春を待ちましょう。
今月は、全校給食アンケートで高校生の「頻繁に食べたいメニュー」・「給食で一番好きなメニュー」に記載の多かったメ
ニューを取り入れました。メニューをピンクの文字にしています。高3のみなさん、残り少ない学園での給食を楽しんでくだ
さい♪
1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♪


