
月 火 水 木 金 土 日

1日
朝食 調理パン等(セレクト)

昼食 親子丼
えびフリッター
ゆでスナップエンドウ
野菜ジュース

夕食 ごはん
肉豆腐
小籠包２個
海藻サラダ
牛乳

2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
朝食 ハムステーキ プチウインナードッグ ハッシュドポテト チーズ肉団子 チキンのオーブン焼き スコッチエッグ 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 たまごサラダ 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
牛乳 牛乳 グリーンサラダ 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 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 ごはん・パン・チョコクリスピー ジャム ジャム ジャム
とろろ 朝カレー ジャム 選べる茶漬け 納豆 鶏そぼろ
スープ 味噌汁 トマトコンソメスープ スープ スープ ココア
味噌汁 味噌汁 味噌汁 にらと揚げの味噌汁

昼食 チャーハン ごはん ごはん フレンチトースト 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 具だくさんオニオンコンソメスープ 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 鮭のマヨチーズ焼き 酢豚 チキンソテー あじの南蛮漬け 豚肉みそ漬け焼き 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 コブサラダ 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 ティラミス大福 桃の杏仁豆腐 牛乳 オレンジ エッグタルト

夕食 完熟トマトのハヤシライス きしめん ごはん 鶏そぼろと焦がしねぎごはん ★創立記念日お祝いケーキ★ ごはん ごはん
厚切りポテトの明太マヨ いなりずし2個 えのきの味噌汁 にらと揚げの味噌汁 トマトクリームスパゲティ 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 骨付きウインナー 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 アップル＆ピーチケーキ 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 ベビーリーフサラダ 牛乳 ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日
朝食 ハムチーズピカタ ベーコンスクランブルエッグ ケチャップ肉団子 テリチキ 焼き鮭 目玉焼き 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 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 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

スープ 漬物 温泉卵 味付きのり 選べる茶漬け ジャム
味噌汁 スープ ヨーグルト スープ 味噌汁 ココア

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
昼食 ソフトカンパーニュ ごはん ごはん ひじきと梅のまぜごはん ごはん ごはん 肉うどん

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 海鮮しゅうまい
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
シンプルサラダ ポテトサラダ 緑の野菜ジュース 切り干し大根の煮物 フルーツ白玉 りんご
麦芽豆乳 牛乳

夕食 菜めし 稲庭風うどん ごはん ごはん オム焼きそば 天津飯 ごはん
おでん いかときゅうりのキムチ和え 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
えびフリッター 大根サラダ 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
ミモザサラダ ミルクプリン 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 練乳いちごゼリー

16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日
朝食 チーズ肉団子 チキンハンバーグ 豚肉いんげん巻き2個 ハッシュドポテト ハムステーキ ポテト＆ベーコン 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 ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ たまごサラダ 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 ウインナー グリーンサラダ 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 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

ジャム ジャム 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 ジャム
とろろ パンケーキ しらす ジャム ジャム 選べる茶漬け 朝カレー
スープ スープ 味噌汁 ココア スープ 味噌汁 味噌汁
キャベツと揚げの味噌汁 味噌汁 味噌汁 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 豚肉のカレー醤油炒め さばの味噌煮 トンテキ トマトソースハンバーグ チキンバー3個
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 レタスきゅうりサラダ ベビーリーフサラダ グリーンサラダ
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 ごはん ★聖夜祭メニュー★ しょうゆラーメン(あっさり・こってり) 牛丼
まいたけの味噌汁 わかめと豆腐葱の味噌汁 チキンライス 大きい餃子 なめこの味噌汁
海藻サラダ から揚げ食べ放題 つぶつぶコーンスープ バンバンジー風サラダ たまごとｶﾆかまのｻﾗﾀﾞ
骨付きチキン2個 サニーレタスサラダ ローストチキン 豆乳パンナコッタ ツナサラダ菜サラダ
はちみつレモンカットゼリー 牛乳 シーザーサラダ 今川焼カスタード

ショートケーキ

23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日
朝食

昼食

夕食

30日 31日
朝食

昼食

夕食

ハートフルキッチン(那須校)

2019年 12月 月間献立表

♪メモ

天候により、献立が変更される場合がありますのでご了承ください。

２学期も残り少しになり、すっかり寒くなってきました。私達は食べることによって体をつくり、動くためのエネルギー

を得ています。病気をしない健康な体づくりのためには、栄養バランスを考えていろいろな食品を食べることが必

要です。

風邪やインフルエンザを予防するには、ウイルスなどの外敵からからだを守る抵抗力を高めておくことが有効です。

そのためには栄養バランスの取れた食事をすることが基本ですが、なかでも不足しないように気をつけたいのはカ

ラダのもとになるたんぱく質と抗酸化作用をもつビタミンです。

今月はたくさんビタミンが取れるように果物や果物を使ったデザートを多く取り入れています。しっかり食べて風邪に

負けない体を作りましょう。

11月にカフェテリアアンケートに入れていただいた「フレンチトーストが食べたい！」のリクエストを献立に取り入れま

した。お楽しみに♪

12/18は1学期に1回のお楽しみ！から揚げ食べ放題です。また、12/19は那須本校「聖夜祭」の特別献立です。どち

らもお楽しみに！

冬季休業のため12/22昼食より食事オーダー制となります。


