
月 火 水 木 金 土 日

1日 2日 3日
朝食 玉子焼き ジャーマンポテト 調理パン

赤ウインナー2本 グリーンサラダ
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 ジャム
ジャム しそひじき
スープ スープ
味噌汁 キャベツと揚げの味噌汁

昼食 ごはん 麦ご飯 オム焼きそば
豚汁 大根の味噌汁 チンゲン菜の中華スープ
さばの塩焼き 豚肉の塩ダレ炒め ミックス野菜サラダ
ニース風サラダ 生ほうれん草サラダ 牛乳
コーヒーゼリー 2色プチシュー

夕食 味噌煮込み風うどん かき揚げ丼 ごはん
焼き芋 もやしとわかめのスープ かき玉汁
かぶとえびのマリネ 鶏ごぼう炒め さんまの塩焼き
牛乳 サラダ菜トマトサラダ 水菜のサラダ

スイートポテト

4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
朝食 テリチキ チーズオムレツ ハムステーキ チーズ肉団子 チキンのオーブン焼き 調理パン 調理パン

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 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・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

ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム
とろろ 選べる茶漬け スープ トマトコンソメスープ 納豆
スープ 味噌汁 味噌汁 朝カレー スープ
味噌汁 ヨーグルト 味噌汁

昼食 ごはん チリコンカンライス ごはん ごはん ごはん 牛丼 ナポリタン
キムチ鍋風スープ かぼちゃのクリームスープ 豆腐と小松菜の味噌汁 大根の味噌汁 ワンタンスープ わかめスープ 海藻サラダ
あじの唐揚げ クランチポテト 鮭のごましょうゆ焼き ヒレカツ 和風おろしハンバーグ ブロッコリーサラダ クリームコンフェ
クルトンサラダ サニーレタスサラダ 海藻サラダ 千切りキャベツサラダ リーフレタスサラダ ポテトサラダ 牛乳
白玉のあずきミルク 牛乳 えびのたまごサラダ 雪見だいふく プチシュークリーム3個

夕食 ごはん 昔ながらの東京ラーメン 豚丼 ごはん カルボナーラ ごはん ごはん
キャベツと揚げの味噌汁 大きい餃子 なめことねぎの味噌汁 玉ねぎとわかめの味噌汁 ノンフライナゲット4個 えのきとたまごの味噌汁 キャベツと豚肉の味噌汁
鶏のさっぱりジンジャー煮 バンバンジー風サラダ たい焼き 牛肉のにんにく醤油炒め グリーンサラダ 鶏肉のおろし煮 赤魚の煮つけ
サラダ菜きゅうりサラダ 野菜ジュース BLTサラダ 水菜とツナのサラダ りんご 水菜とコーンのサラダ グリーンサラダ
抹茶プリン 牛乳 プッチンプリン ココアババロア ぶどうゼリー

11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
朝食 レモンバジルチキン 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 野菜オムレツ しょうゆチキン 調理パン

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 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・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 ジャム
ココア 漬物 味付きのり 那須の温泉卵 ごまこんぶ スープ
味噌汁 スープ スープ パンケーキ 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 ロールパン ごはん ごはん ごはん 中華丼

中華たまごスープ せんべい汁 チョコデニッシュ2枚 豚汁 のっぺい汁 キャベツと豚肉の塩麹スープ わかめスープ
豚キムチ炒め さばの塩焼き ホテルバター さんまの甘酢タルタル 豚肉のカレー醤油炒め さわらの山椒焼き ブロッコリーサラダ
千切りキャベツサラダ ミモザサラダ ビーフシチュー 水菜のサラダ パリパリわんたんサラダ 生ほうれん草サラダ ぶどうゼリー
エッグタルト ひじきと牛肉の煮物 ハッシュドポテト 柿 和梨 かぼちゃプリン

ミニトマトサラダ
牛乳

夕食 ごはん 肉うどん ごはん ごはん 坦々麺 ごはん ごはん
根菜の味噌汁 えび海鮮ぎょうざ 厚揚げとねぎの味噌汁 えのきと卵の味噌汁 白玉ぎょうざ3個 えのきの味噌汁 麩と葱の味噌汁
鶏のからあげ5個 三色ナムル 鶏肉のガーリックバターソテー チーズインハンバーグ サラダ菜トマトサラダ 豚肉のしょうが炒め チキンソテー
ツナサラダ菜サラダ 焼きプリンタルト クルトンサラダ サニーレタスサラダ 牛乳 レタスとにんじんのサラダ クルトンサラダ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
朝食 チキンのオーブン焼き 筑前煮 チキンハンバーグ ハッシュドポテト ハムステーキ ジャーマンポテト 調理パン

ゆでブロッコリー＆ミニトマト 玉子焼き ゆでブロッコリー＆ミニトマト 赤ウインナー2本 たまごサラダ グリーンサラダ
牛乳 グリーンサラダ 牛乳 グリーンサラダ グリーンサラダ 牛乳
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 牛乳 牛乳 ごはん・パン・コーンフレーク

ジャム ごはん・パン・コーンフレーク 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 ジャム 漬物 ジャム ジャム 朝カレー
スープ スープ 選べる茶漬け スープ 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 味噌汁 ヨーグルト

昼食 フォカッチャ ごはん ひじきと梅のまぜごはん まつたけごはん ごはん ごはん ソース焼きそば
黒糖パン1個 まいたけの味噌汁 かぶの味噌汁 豆腐と葱の味噌汁 秋野菜味噌汁 かぼちゃのクリームスープ たまごスープ
ホテルバター 照り焼きチキン カレイのしょうが煮 鶏のごまみそ焼き アジフライ 手羽先の唐揚げ ミックス野菜サラダ
チキントマトクリームシチュー ポテトサラダ コブサラダ BLTサラダ シンプルサラダ 千切りキャベツサラダ アセロラゼリー
チーズ入りウインナー サラダ菜サラダ 切干大根の煮物 ぶどう りんご ルビーグレープフルーツゼリー

生ほうれん草サラダ
牛乳

夕食 ごはん フェットチーネクリームパスタ オリジナルカレー ごはん 魚介豚骨ラーメン お弁当 ごはん
鶏つみれとみつばのすまし汁 ノンフライナゲット4個 たまごサラダ 具だくさん味噌汁 豚角煮入りちまき ジンジャースープ
さばの味噌煮 レタスきゅうりサラダ グリーンサラダ 焼き鮭 海藻サラダ グリルチキン
シンプルサラダ 牛乳 オレンジジュース レタスコーンサラダ 牛乳 水菜のサラダ
キウイフルーツ 牛乳 牛乳

25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
朝食 しょうゆチキン チキンのオーブン焼き ベーコンスクランブルエッグ ミニアメリカンドッグ3個 チーズ肉団子 ツナオムレツ 調理パン

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 グリーンサラダ 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・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・チョコクリスピー

ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム
鮭フレーク 味付きのり 鶏そぼろ しそひじき 漬物 納豆
スープ スープ スープ 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 味噌汁 味噌汁

昼食 ごはん ごはん 栗ごはん ごはん ごはん 完熟トマトのハヤシライス
野菜スープ 塩ちゃんこ鍋風スープ ほうれん草と揚げの味噌汁 豚汁 （遠足・研修） 豆腐と葱の味噌汁 ブロッコリーサラダ
ホワイトソース煮込みハンバーグ チーズミルフィーユカツ 鶏肉のおろし煮 さばのしょうが煮 鮭のマヨチーズ焼き 牛乳
レタスコーンサラダ 千切りキャベツサラダ シンプルサラダ レタスコーンサラダ サラダ菜トマトサラダ キャンディーチーズ
白いおさつスティック 牛乳 ぶどう 牛乳 ペアクリームワッフル

夕食 5色まぜごはん ペペロンチーノパスタ ごはん ごはん 稲庭風うどん ごはん ごはん
肉じゃが チーズ入りウインナー たまごスープ キャベツと揚げの味噌汁 黒豚しゅうまい3個 ボルシチ風スープ ワンタンスープ
えび海鮮ぎょうざ3個 レタスとにんじんのサラダ 牛肉と大根の煮物 豚肉のスタミナ炒め 中華レタスサラダ ハロウィンハンバーグ2個 タンドリーチキン
海藻サラダ りんごカットゼリー レタストマトサラダ 水菜の韓国風サラダ 牛乳 リーフレタスサラダ マリネ風サラダ
牛乳 きんぴらごぼう 牛乳 かぼちゃプリン セノビーゼリー

ハートフルキッチン(那須校)

2021年 10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。

10月はさんまや秋鮭、焼き芋、栗、りんごに梨など秋を感じら

れる食材もたくさん使っています。

新米も届き次第、給食で提供予定です。

今が旬の食べ物を味わってみましょう。

芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、そして食欲の秋。みなさ

んが充実した秋を過ごせるように食事の面から応援していきた

いと思っています。
30日はハロウィンメニューです。おたのしみに♪


