
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日 4日 5日（七夕メニュー） 6日（お祝いメニュー） 7日
朝食 テリチキ ケチャップ肉団子 Bチキンハンバーグ レモンバジルチキン ハッシュドポテト たまごとかぼちゃのチーズ焼き 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 ウインナー グリーンサラダ おにぎり
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 グリーンサラダ 牛乳 選べる飲み物・ゼリー
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 牛乳 ごはん・パン・コーンフレーク おかわりごはん・味噌汁
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
那須の生卵 選べる茶漬け 味付きのり 納豆 ジャム 鮭フレーク
スープ スープ 大根の味噌汁 スープ スープ スープ
味噌汁 スープ 味噌汁 厚揚げといんげんの味噌汁 味噌汁

昼食 鶏そぼろと焦がしねぎごはん 麦ご飯 フォカッチャ 親子丼 菜めし ごはん ナポリタン
わかめと大根の味噌汁 えのきとにら味噌汁 メープルアーモンドツイスト トッピング 豆腐と葱の味噌汁 大根の味噌汁 シーフードマリネ
赤魚の煮つけ 鮭のマヨチーズ焼き ホテルバター 白玉ぎょうざ3個 あじフライ 酢豚 レタスコーンサラダ
リーフレタスサラダ パリパリわんたんサラダ チキントマトクリームシチュー 海藻サラダ 千切りキャベツサラダ 生ほうれん草サラダ 牛乳
さくらんぼ とろろ 水菜とえびのサラダ 牛乳 牛乳 ルビーグレープフルーツゼリー

ノンフライナゲット4個
グレープフルーツジュース

夕食 ごはん きしめん ごはん ごはん ごはん ちらし寿司 さんまのかば焼き丼
のっぺい汁 かきあげ えのきの味噌汁 肉豆腐 かに玉スープ 生ゆばのお吸い物 白菜と麩の味噌汁
豚肉のしょうが炒め 中華ﾚﾀｽｻﾗﾀﾞ 山賊焼き(山口県風) 黒豚しゅうまい3個 星のハンバーグ2個 ノンフライチキン れんこんの韓国風炒め
キャベツと水菜のサラダ ガリガリくん キャベツとコーンのサラダ チョレギサラダ サラダ菜トマトサラダ アスパラのグリーンサラダ レタストマトサラダ
牛乳 プチクレープ 冷凍みかん 七夕デザート お祝いケーキ プッチンプリン

8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
朝食 ミニラザニア レモンバジルチキン チキンのオーブン焼き ベーコンスクランブルエッグ ハムステーキ チーズ肉団子 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 たまごサラダ ゆでブロッコリー＆ミニトマト おにぎり
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 選べる飲み物・ゼリー
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 ごはん・パン・コーンフレーク グリーンサラダ ごはん・パン・コーンフレーク おかわりごはん・味噌汁
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
朝カレー ザーサイ 味付きのり 納豆 ジャム とろろ
スープ 味噌汁 スープ スープ スープ スープ
味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん 完熟トマトのハヤシライス ごはん クロワッサン ごはん ごはん ビーフカレー
ポトフ クランチポテト ワンタンスープ レーズンパン ちくわと三つ葉のすまし汁 野菜味噌汁 海藻サラダ
メンチカツ BLTサラダ エビチリ 押し麦のジンジャースープ なす豚炒り 鶏の竜田揚げ 牛乳
シンプルサラダ メロン 生ほうれん草サラダ じゃがいものチーズ焼き 水菜の韓国風サラダ 千切りキャベツサラダ マンゴープリン
牛乳 牛乳プリン コブサラダ フルーツ白玉 ハウスみかん

牛乳
ブルーベリージャム

夕食 ごはん 熊本風とんこつﾗｰﾒﾝ 焼き肉丼 ごはん トマトの冷製パスタ ごはん ごはん
なめこの味噌汁 もち米肉団子 海鮮しゅうまい けんちん汁 ガーリック骨付きチキン 豆腐と小松菜の味噌汁 ちゃんこ鍋風スープ
照り焼きチキン チンゲン菜のツナ和え アスパラトマトサラダ さばの塩焼き ベビーリーフサラダ さわらの山椒焼き 豚肉と玉ねぎのポン酢炒め
サラダ菜サラダ 牛乳 ゴールドキウイ サニーレタスサラダ りんごとカルピスゼリー ごぼうサラダ クルトンサラダ
黒糖蒸しｶｽﾃﾗ わかめスープ キムチ 黒蜜抹茶ゼリー 牛乳

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
朝食 調理パン 照り焼きチキン ジャーマンポテト ノンフライナゲット レバー入り肉団子 チキンのオーブン焼き 調理パン

おにぎり グリーンサラダ ゆでブロッコリー 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 おにぎり
選べる飲み物・ゼリー 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 選べる飲み物・ゼリー
おかわりごはん・味噌汁 ごはん・パン・コーンフレーク 鶏そぼろ 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 おかわりごはん・味噌汁

ジャム ごはん・パン・チョコクリスピー ジャム ジャム ジャム
味付きのり ジャム 納豆 那須の生卵 鮭フレーク
スープ 味噌汁 スープ 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

昼食 ごはん ごはん ゆかりごはん コッペパン 麦ご飯 牛丼 冷やしたぬきうどん
ABCスープ えのきの味噌汁 と白菜の味噌汁 ミルクパン2個 豆腐となめこの味噌汁 スプラウトサラダ サニーレタスとツナのサラダ

旨辛チキン5個 牛肉と厚揚げの甘辛煮 まぐろカツ かぼちゃクリームシチュー 豚キムチ炒め 海鮮しゅうまい 煮卵
ベビーリーフサラダ サラダ菜トマトサラダ 千切りキャベツサラダ 骨付きウインナー シンプルサラダ いちごクレープ 牛乳
牛乳 牛乳 水ようかん 夏野菜ｻﾗﾀﾞ 焼きプリンタルト

牛乳
夕食 ごはん かた焼きそば ごはん ごはん 冷やし中華(選べるタレ) ごはん ごはん

麩とあおさの味噌汁 野菜ぎょうざ 花かまぼこのすまし汁 かに玉スープ ゆでとうもろこし 鶏けんちん汁 ポトフ
豚肉のスタミナ炒め きゅうりとかにかまの酢の物 豚肉漬け焼き から揚げ食べ放題 牛肉とれんこんの甘辛炒め煮 焼き肉 チーズinハンバーグ
サニーレタスとツナのサラダ すいか 生ほうれん草サラダ 水菜と大根サラダ 牛乳 キャラメルポテト４個 トマトソース
かぼちゃｻﾗﾀﾞ ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ ｵﾚﾝｼﾞ 牛乳 ツナレタスサラダ

りんごとカルピスゼリー

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
朝食 たまごとかぼちゃのチーズ焼き チキンハンバーグ 目玉焼き カップグラタン チキンのオーブン焼き ケチャップ肉団子 調理パン

ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ ウインナー グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ おにぎり
牛乳 牛乳 ゆでブロッコリー＆ミニトマト 牛乳 牛乳 牛乳 選べる飲み物・ゼリー
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 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 おかわりごはん・味噌汁
ジャム ジャム ごはん・パン・コーンフレーク ジャム ジャム ジャム
選べる茶漬け ザーサイ ジャム 朝カレー 味付きのり 納豆
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 味噌汁

昼食 ごはん ごはん ごはん フォカッチャ ごはん ごはん カレーうどん
えのきと小松菜の味噌汁 ふのりと豆腐の味噌汁 キャベツと豚肉の塩麹スープ ミニメロンパン えのきとにら味噌汁 麻婆豆腐(甘口・辛口) 牛乳
チキン南蛮 牛肉のしょうが炒め カニ玉中華あんかけ 夏野菜のトマト煮 カレイの煮付 ちくわの磯辺揚げ2個 白いおさつスティック
シンプルサラダ アスパラのグリーンサラダ パリパリわんたんサラダ ハッシュドポテト BLTサラダ サニーレタスサラダ もやしの中華サラダ
巨峰 メロン フルーツ杏仁 ベビーリーフサラダ 筑前煮 ｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ

牛乳
夕食 ごはん そうめん ごはん ごはん ジャージャーメン 焼鳥丼 ごはん

わかめと大根のスープ かきあげ 野菜味噌汁 まいたけの味噌汁 トッピング 野菜しゅうまい 豚汁
回鍋肉(仕切り) きゅうりとたこの酢の物 トンテキ 豚肉のねぎ塩炒め 今川焼カスタード シンプルサラダ 焼き鮭
生ほうれん草サラダ いなりずし2個 サニーレタスサラダ サラダ菜サラダ もやしの中華サラダ フルーチェ(ﾐｯｸｽﾍﾞﾘｰ) 夏野菜ｻﾗﾀﾞ
牛乳 牛乳 牛乳 ｱﾛｴﾖｰｸﾞﾙﾄ 牛乳 抹茶ゼリー

29日 30日 31日
朝食 プチウインナードッグ ベーコンスクランブルエッグ 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 スナップエンドウサクサクしょうゆ

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・コーンフレーク

ジャム ジャム ジャム
選べる茶漬け 鮭フレーク とろろ
スープ スープ スープ
味噌汁 味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん 菜めし ごはん
もやしの味噌汁 キムチ鍋風スープ 肉豆腐
豆腐ハンバーグ さわらの山椒焼き 高菜焼売3個
たまごとｶﾆかまのｻﾗﾀﾞ 春雨サラダ キャベツと水菜のサラダ
サラダ菜トマトサラダ 生どら焼きカット 牛乳
牛乳

夕食 ごはん つけ麺 ごはん
のっぺい汁 シーフードマリネ 白菜と揚げの味噌汁
ポークソテー しそ巻きぎょうざ3個 チキンソテー
キャベツと水菜のサラダ 野菜ジュース サニーレタスサラダ
ルビーグレープフルーツゼリー シューアイス

ハートフルキッチン(那須校)

2019年 7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。

今月は旬の果物や野菜を献立に多く取り入れています。今では一年

中食べられる野菜がほとんどですが、その味は旬のものが一番おい

しいです。苦手なものでもチャレンジして食べてみましょう♪

これから暑さが増していきます。夏バテ防止のためにも、給食を好き

嫌いなく食べて、こまめに水分補給をしましょう。

また、スタミナが付くようにから揚げ食べ放題も開催します！お楽し

みに♪

7月３１日昼食より夏休みのため食事オーダー制となります。ご了承く

ださい。


