
月 火 水 木 金 土 日

1日
朝食 調理パン等(セレクト)

昼食 鶏そば(ラーメン)
角煮入りちまき
フルーツ白玉
おかわりサラダ

夕食 ごはん
具だくさん卵スープ
タンドリーチキン
グリーンサラダ
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 調理パン等(セレクト) 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 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 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 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
とろろ 朝カレー 選べる茶漬け 納豆 鶏そぼろ
スープ 味噌汁 味噌汁 スープ スープ
味噌汁 味噌汁 にらと揚げの味噌汁

昼食 ごはん トマトクリームスパゲティ ごはん わかめごはん 魚介とんこつラーメン 食パン 味噌煮込み風うどん
味噌チゲ鍋風スープ 野菜のキッシュ 豚汁 肉じゃが 角煮入りちまき マカロニスープ もち米肉団子
鮭のタルタルソース グリーンサラダ アジフライ にらまんじゅう 中華レタスサラダ とんかつ フル―チェ
グリーンサラダ グレープフルーツジュース 千切りキャベツサラダ グリーンサラダ コーヒー牛乳 千切りキャベツサラダ おかわりサラダ
かりんとまんじゅう りんごカットゼリー みかん コーヒー牛乳

夕食 焼肉丼 ごはん カレーライス ごはん ごはん ごはん ごはん
選べるトッピング わかめと豆腐・ねぎの味噌汁 骨付きガーリックチキン 白菜のしょうがスープ オニオンコンソメスープ 白玉入りけんちん汁 ポトフ
えび海鮮ぎょうざ 豚バラ大根 グリーンサラダ 焼き肉(選べるたれ) ビックチキン ぶりの塩焼き ロールキャベツ(選べるソース）

グリーンサラダ グリーンサラダ コーヒー牛乳 グリーンサラダ グリーンサラダ ほうれん草と豚肉のおひたし グリーンサラダ
フルーツヨーグルト プチクレープ（いちご） おかわりキムチ お祝いデザート ナタデココ ポテトサラダ

【創立記念お祝いメニュー】

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)

たまごサラダ 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 ウインナー
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・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
ごはん・パン・チョコクリスピー 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 漬物 温泉卵 味付きのり 選べる茶漬け ジャム
トマトコンソメスープ ココア スープ スープ 味噌汁 味噌汁
味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 パンケーキ

昼食 ごはん ジャージャー麺 かけうどん(選べるトッピング) ごはん 【リクエストメニュー】 ごはん お弁当
豆腐とわかめの味噌汁 黒豚焼売 かきあげ 具だくさん汁 ビビンバ 厚揚げと小松菜の味噌汁
豚肉のカレー醤油炒め 中華レタスサラダ 水菜とハムのサラダ 焼き鮭 春雨のマヨポンサラダ 豚キムチ炒め
グリーンサラダ 牛乳 ライチゼリー グリーンサラダ バニラアイス グリーンサラダ
ビックプリン 白大福 ぎょうざ チーズババロアシュー

夕食 ごはん ごはん ごはん 天津飯 なすとひき肉のボロネーゼ風 ごはん ごはん
鶏つみれ汁 キャベツと豚肉の味噌汁 なめこと三つ葉の味噌汁 ごぼうのからあげ チキンナゲット 白菜のクリームスープ 白玉入りけんちん汁
さばの塩焼き から揚げ食べ放題 牛肉と大根の煮物 はんぺんチーズサンド グリーンサラダ 焼きメンチカツ･から揚げ グリルチキン(選べるソース)

グリーンサラダ グリーンサラダ グリーンサラダ 千切りキャベツサラダ 牛乳 グリーンサラダ グリーンサラダ
牛乳 カットパイン コーヒー牛乳 牛乳 りんごジュース 牛乳

おかわり切干大根

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 調理パン等(セレクト) ハッシュドポテト ハムステーキ ポテト＆ベーコン 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 ごはん・おかわり味噌汁 ウインナー たまごサラダ グリーンサラダ
牛乳 牛乳 ゆでブロッコリー＆ミニトマト 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・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 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
とろろ 選べる茶漬け ジャム ジャム 朝カレー
スープ スープ ヨーグルト ココア 味噌汁
キャベツと揚げの味噌汁 味噌汁 味噌汁

昼食 フォカッチャ お弁当 シーフードカレー ごはん ごはん ごはん
里芋と白菜のクリームシチュー ひとくちひれカツ 白湯スープ 具だくさんミネストローネ のっぺい汁
いかリング グリーンサラダ サーモンソテー チーズミルフィーユカツ 鶏肉の焼き鳥風
グリーンサラダ コーヒー牛乳 グリーンサラダ れんこんのはさみ揚げ グリーンサラダ
コーヒー牛乳 切干大根の煮物 千切りキャベツサラダ 杏仁豆腐
ジャム コーヒー牛乳

夕食 ごはん お弁当 ごはん 麦ご飯 カルボナーラ・ ごはん
鶏つみれとみつばのすまし汁 肉豆腐 じゃがいもと玉ねぎの味噌汁 クリスマスチキン 豆腐とわかめの味噌汁
豚肉のにんにくみそ焼き 【エル・カンターレ祭】 ぎょうざ ゆで豚の選べるソース グリーンサラダ 豚肉のスタミナ焼き
グリーンサラダ スナップエンドウのサクサク醤油かけ 水菜のグリーンサラダ ケーキ グリーンサラダ
抹茶プリン みかん おかわりとろろ 冬至かぼちゃ

23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日
朝食

昼食

夕食

ハートフルキッチン(関西校)2019年 12月 月間献立表

メモ

天候により献立が変更する場合があります。ご了承ください。

12月は創立記念やエル・カンターレ祭、クリスマスなど、イベントが目白押しです。

また、12/13の昼食は、リクエスト献立となっています。

12/22から冬休みのため、食事オーダー制となります。

冬休みに帰省する生徒さんは多いと思いますが、給食では食べることのできない、お寿司やお

刺身など、その他にも美味しい料理を、ご家族の方とぜひ楽しんできてくださいね♪

みなさんが楽しい年末年始を迎えられ、来年も元気な顔を見せてくれることを、ハートフルのス

タッフ一同楽しみにしています。良いお年を！


