
月 火 水 木 金 土 日

7日 8日 9日 10日
朝食 チキンのオーブン焼き ハムチーズピカタ チキンナゲット 調理パン等(セレクト)

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
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
スープ 味噌汁 スープ
味噌汁 スープ 味噌汁

納豆
昼食 お弁当 ロールパン ごはん 稲庭風うどん

メープルアーモンドツイスト 厚揚げと小松菜の味噌汁 小龍包
鶏のクリームシチュー 鮭のタルタルソース 千切りキャベツサラダ
ノンフライナゲット グリーンサラダ 杏仁豆腐
グリーンサラダ ヨーグルト
コーヒー牛乳

夕食 ごはん しょうゆラーメン･ ごはん ごはん
具だくさんミネストローネ 黒豚焼売 中華たまごスープ えのきと揚げの味噌汁(赤だし)

オニオンソースハンバーグ 中華レタスサラダ 回鍋肉 鶏肉のおろし煮
グリーンサラダ フルーツ杏仁 グリーンサラダ グリーンサラダ
お祝いケーキ キムチ 牛乳

11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
朝食 赤ウインナー2本 チキンハンバーグ ツナオムレツ チーズ肉団子 チキンのオーブン焼き ハムチーズピカタ 調理パン等(セレクト)

ポテトサラダ 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 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 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・フルグラ 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 ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム
ジャム スープ スープ 味噌汁 パンケーキ ココア
朝カレー 味噌汁 味噌汁 選べる茶漬け 味噌汁 キャベツと揚げの味噌汁
味噌汁 漬物 鮭フレーク

昼食 ごはん スパゲティミートソース ごはん カレーライス 麦ご飯 ごはん 野菜塩ラーメン
豚もやしスープ レモン風チキン 具だくさんミネストローネ えびのたまごサラダ じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 ジンジャースープ 海鮮しゅうまい2個
カレイのしょうが煮 グリーンサラダ グリルチキン グリーンサラダ ひとくちひれカツ チキン竜田 グリーンサラダ
グリーンサラダ りんごジュース グリーンサラダ コーヒー牛乳 千切りキャベツサラダ 千切りキャベツサラダ 牛乳
いちご バナナ ヤクルト プッチンプリン

夕食 焼肉丼 ごはん ごはん ごはん きつねうどん ごはん ごはん
焼きビーフン 肉豆腐 わかめと豆腐・ねぎの味噌汁 ちくわと三つ葉のすまし汁 エッグロール寿司 マカロニスープ のっぺい汁
グリーンサラダ えびフリッター プルコギ 豚肉のにんにくみそ焼き 大根ハムサラダ 煮込み風ハンバーグ 鶏肉の焼き鳥風
ナタデココ グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ キャベツコーンサラダ ひじきと牛肉の煮物 グリーンサラダ グリーンサラダ

アセロラゼリー ティラミス 切干大根 牛乳 コーヒー牛乳

18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
朝食 プチウインナードッグ チキンハンバーグ テリチキ ベーコンスクランブルエッグ レモンバジルチキン ハッシュドポテト 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 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

朝カレー スープ スープ スープ ココア ジャム
味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 スープ

味付きのり 納豆 味噌汁
昼食 親子丼 肉うどん ごはん ミニ食パン たけのこごはん ごはん お弁当

ス）れんこんのはさみ揚げ ごぼうから揚げ 鶏つみれとみつばのすまし汁 オレンジデニッシュ 白玉入りけんちん汁 えのきと白菜の味噌汁
グリーンサラダ グリーンサラダ 鮭のバジル焼き ポトフ さばの塩焼き 鶏肉のガーリックバターソテー

オレンジ 牛乳 グリーンサラダ マカロニグラタン キャベツとささみの和え物 グリーンサラダ
ジョア　ストロベリー グリーンサラダ 桜もち ヤクルト

牛乳
夕食 ごはん ごはん ひじきと梅のまぜごはん ごはん 焼きうどん 麦ご飯 天津飯

じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 大根とわかめのスープ 鶏と白菜のうま煮 春野菜の味噌汁 ほうれん草と卵のスープ 厚揚げと小松菜の味噌汁 旨辛チキン
豚バラ大根 鶏のさっぱりジンジャー煮 えびフリッター 豚肉のカレー醤油炒め ぎょうざ 鶏肉のおろし煮 シンプルサラダ
グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ スナップエンドウのサクサク醤油かけ グリーンサラダ 桃の杏仁豆腐
2色プチシュー ライチゼリー 牛乳 牛乳 おかわりとろろ

25日 26日 27日 28日
朝食 ケチャップ肉団子 チキンのオーブン焼き 赤ウインナー ハムチーズピカタ

ゆでブロッコリー＆ミニトマト グリーンサラダ マカロニサラダ 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 ゆでブロッコリー＆ミニトマト 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
スープ 選べる茶漬け ジャム スープ
味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁

味噌汁
昼食 鶏そぼろと焦がしねぎごはん カルボナーラ・ ごはん ごはん

ちくわと三つ葉のすまし汁 クランチポテト もやしの味噌汁 豚汁
焼き鮭 グリーンサラダ 牛肉のにんにく醤油炒め さばのしょうが煮
グリーンサラダ コーヒーゼリー ミモザサラダ 生ほうれん草サラダ
シフォンケーキ桜ホイップ マンゴープリン 牛乳

夕食 ビーフカレー ごはん ごはん 中華丼
ノンフライナゲット 白菜と豚肉の味噌汁 野菜味噌汁 肉しゅうまい
カリフラワーとえびのマリネ アジフライ 豚肉しょうが焼き グリーンサラダ
牛乳 千切りキャベツサラダ グリーンサラダ ヤクルト

今川焼 わらびもち

ハートフルキッチン(関西校)2022年 4月 月間献立表

4/29～5/5

GWオーダー期間

memo

天候により献立が変わることがあります。ご了承ください。

新入生・在学生の皆さん、ご入学・ご進級おめでとうございます。いよいよ新年度のスタートですね。

食べ慣れた家庭のご飯と違い、食べたことがない料理も給食で出ることがあると思いますが、皆さんが元気に学園生活を送れるよう心を込めて調理して

いますので、頑張って食べてくださいね♪

4月はイチゴやタケノコ、春キャベツなど、旬の食材を沢山取り入れたメニューとなっています。今しか味わえない春の美味しさを感じてください。


