
　　

1日分

副菜 Kcal
揚げ出し豆腐　　水菜サラダ 五目中華丼　　餃子 烏賊のガーリック炒め

ご飯　　味噌汁　　牛乳 ミニサラダ　　若芽スープ 定食 コーヒーゼリー

ハムと野菜のカレー炒め　　フルーツポンチ 白身魚のフリッターチリソース　　のり塩ポテト　　もやしとビーフン炒め 野菜のペペロンチーノ

コーンフレークorご飯　　えのきのスープ　　牛乳 烏賊のピリ辛塩炒め　　切干大根　　ご飯 弁当 竹輪サラダ天

サバの塩焼き　　金平ゴボウ 牛焼肉　　コロッケ　　七味蒟蒻 スパゲティサラダ

ご飯　　味噌汁　　ジョア しらすの酢の物　　黒糖饅頭　　ご飯 弁当 胡瓜の浅漬け

ハッシュドポテト　　チーズサラダ 肉じゃが　　白身フライ　　丸天の生姜醤油炒め ニラ玉

パンorご飯　　ポタージュスープ　　牛乳 蟹蒲の和え物　　五色なます　　ご飯 弁当 お月見団子

にゅうめん　　アジの塩焼き 照焼きハンバーグ　　にんにくの芽炒め　　大豆の五目和え 蓮根の甘辛漬け

法蓮草のお浸し　　牛乳 うずらの卵フリッター　　ご飯 弁当 マカロニサラダ

ホットドッグ　　コーンソテー 牛肉のしぐれ煮　　豆腐の挽肉挟み揚げ　　小松菜とえのきの炒め

チーズコンソメスープ　　牛乳 桃まん　　昆布の佃煮　　ご飯 弁当

ハムカツ　　ミニサラダ 海老ピラフ　　メンチカツ A ポークソテー 2,976
ご飯　　味噌汁　　ヨーグルト カラフルサラダ　　野菜コンソメスープ 定食 B 白身魚のフリッタ― 2,845
筑前煮　　サケフレーク タンドリーチキン　　ビーフン炒め ミニそば

ご飯　　味噌汁　　牛乳 ご飯　　味噌汁 定食 海草サラダ

ベーコンソテー　　フルーツポンチ 天ぷらうどん　　大学芋 チヂミ

パンorご飯　　若芽スープ　　アップルジュース 温泉卵　　稲荷 定食 チョレギサラダ

鮭の幽庵焼き　　法蓮草のお浸し アジフライ　　グラタン　　青梗菜ソテー ゴボウサラダ

ご飯　　味噌汁　　牛乳 玉葱のマリネ　　ピリ辛蒟蒻　　ご飯 弁当 サーターアンダギー

クリームシチュー　スパゲティサラダ　 鶏の唐揚げ　　千草焼き　　もやしと揚げの煮浸し 竹輪の磯辺揚げ

パンorご飯　　牛乳 チーズサラダ　　法蓮草の胡麻和え　　ご飯 弁当 南瓜の煮物

麻婆春雨　　温泉卵 牛肉おろしソース　　厚揚げの肉味噌乗せ　　白滝明太炒め 魚ロッケ

ご飯　　味噌汁　　ヨーグルト 肉まん　　大根とツナの青じそ和え　　ご飯 弁当 帆立と胡瓜の生姜和え

オムレツ　　ハムサラダ 海老フライ　　チリコンカン　　法蓮草とベーコンのソテー 油淋竹輪

ホットケーキ　　長葱のスープ　　牛乳 パンプキンサラダ　　青梗菜としめじのラー油和え　　ご飯 弁当 彩りナムル

南瓜挽肉サンドフライ　　若芽の酢の物 回鍋肉　　春巻き　　ニラと挽肉の炒め　　 A 鶏の甘酢あん 2,978
ご飯　　味噌汁　　牛乳 春雨サラダ　　グレープフルーツ　　ご飯 弁当 B サバの味噌煮 2,832
梅茶漬け　　青梗菜の挽肉和え ハヤシライス　　ミモザサラダ　 焼き茄子

サケフレーク　　牛乳 キャラメルプリン　　野菜コンソメスープ 定食 春雨サラダ

ポトフ　 ミニサラダ 鶏の照焼き　　竹輪の磯辺揚げ　　根菜のミートソース 法蓮草ソテー

パンorご飯　　コーンスープ　　牛乳 海老のマリネ　　大根葉の和え物　　ご飯 弁当 ミモザサラダ

具沢山豚汁　　肉野菜炒め ホキの唐揚げ　　チャプチェ　　帆立のバター醤油 烏賊の酢の物

ご飯　　味噌汁　　ヤクルト 浅利と若芽の酢の物　　昆布の佃煮　　ご飯 弁当 ブロッコリーの明太マヨ

ウインナーソテー　　マカロニサラダ ポークケチャップ　　帆立フライ　　ハムの炒め 餃子

パンorご飯　　オニオンスープ　　牛乳 小龍包　　焼豚のマリネ　　ご飯 弁当 炒飯

サバの塩焼き　　厚焼き玉子 ビーフジンジャー　　グラタン　　金平ゴボウ

味付き海苔　　ご飯　　牛乳 ピリ辛もやし　　蟹蒲ロール　　ご飯 弁当

肉団子のチリソース　　キウイフルーツ チキン南蛮　　海老焼売　　竹輪明太バター グリーンサラダ　

パンorご飯　　中華スープ　　ヨーグルト ハムと辛子菜の炒め　　ナムル　　ご飯 弁当 いちごプリン

サケの塩焼き　　法蓮草の磯辺和え 明太高炒飯　　コロッケ　

ご飯　　味噌汁　　牛乳 グリーンサラダ　　中華スープ 定食

厚揚げのそぼろ煮　　蟹蒲の和え物 ミートソーススパゲッティ　　ツナとレタスのサラダ さつま芋のサラダ

ご飯　　味噌汁　　牛乳 コーンスープ　　フランスパン 定食 胡瓜の酢の物

目玉焼き 　水菜サラダ ミックスフライ　　ビーフン炒め　　ウインナースクランブル 肉じゃが

パンorご飯　オニオンスープ　ジョア 法蓮草の胡麻和え　　ココアワッフル　　ご飯 弁当 だご汁

朝カレー　　温泉玉子 サバの香草パン粉焼き　　チキンナゲット　　七味蒟蒻 春雨の中華和え

ご飯　　味噌汁　　ヨーグルト ハムと辛子菜の炒め　　薩摩芋入り金時豆　　ご飯 弁当 トマトスライス

ジャーマンポテト　　ササミ乗せサラダ 豚の山賊焼き　　蓮根挟み揚げ　　キャベツのソテー ペンネアラビアータ

パンorご飯　　野菜コンソメスープ　　牛乳 ツナサラダ　　切干大根　　ご飯 弁当 ベビーリーフサラダ

鯵の味醂焼き　小松菜と丸天の炒め　 海老チリ　　肉焼売　　ザーサイ炒め　　 もやしとハムの和え物

ご飯　　味噌汁　　牛乳 青梗菜としめじのラー油和え　　人参の煮物　　ご飯 弁当 プリン

ピザトースト　　オニオンリング　　 豚のスタミナ炒め　　麻婆春雨　　キャベツの韓国風 帆立と胡瓜の生姜醤油和え

クラムチャウダー　　牛乳 ニラ饅頭　　玉葱の中華和え　　ご飯 弁当 白玉あんこ

雑炊　　丸天と小松菜の炒め 肉野菜の塩炒め　　ミートボール　　炒り豆腐 A ガーリックチキングリル 2,879
蟹フレーク　　牛乳 たこ焼き　　大根の柚子胡椒和え　　ご飯 弁当 B サケときのこのホイル焼き 2,762
ウインナーソテー　　コールスローサラダ 唐揚げ温玉丼　　グリーンサラダ

ご飯　　味噌汁　　ヤクルト レモンゼリー　　味噌汁 定食

チーズスクランブルエッグ　　マカロニサラダ 照りマヨつくね　　肉野菜炒め　　ポテトサラダ カリフラワーフリッター

パンorご飯　　オニオンスープ　　牛乳 エリンギのバター醤油炒め　　昆布の佃煮　　ご飯 弁当 シーザーサラダ

焼売の野菜あんかけ　　金平ゴボウ 豚カツ　　ナポリタン　　ブロッコリーのマヨ和え 

ご飯　味噌汁　牛乳 ザーサイ炒め　　小松菜としめじのラー油和え　　ご飯 弁当

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊仕入れ食材の都合により、一部献立が変更される場合がありますのでご了承ください。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ホットドッグ、ホットケーキ、ワッフル、ピザトースト以外の月、水、金パンの日の朝食は、

　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　ご飯かパンが選べます。10/3の朝食は、コーンフレークかご飯が選べます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊10/7.24の朝食の主食は主菜も含めた量となる為、主菜として記載しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊10/18.23の夕食は汁物・主食にボリュームがある為、を副菜として記載しています。
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長崎皿うどん29 日

夕食の主菜は、「A」「B」のどちらかを選択できますが

数に限りがあり選択できない場合もあります。八太郎館 2017年 10月 献立予定

１９日（木）：サラダバイキング♪

２１日（土）：創立記念日なのでみんなの好きなカレーとカツ

カツカレーを提供しちゃいます♪エビフライも乗ってるよ！

２５日（水）：10月生まれお誕生日の寮生はケーキ付き★

★食記念日(◍•ᴗ•◍)★

1日：コーヒーの日 8日：そばの日 15日：すき焼き通の日

10月8日は「そばの日」です。

新そばの時季を迎えるのが１０月であ

り、１０＝十は「そ」、８＝八は「ば」と読

めます。
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