
　　

1日分

副菜 Kcal
ハッシュドポテト　　ツナサラダ 鶏肉照り焼き　　白身魚のふんわり揚げ  　白滝明太炒め 青梗菜の中華炒め

パンｏｒご飯　　野菜コンソメスープ　　ヨーグルト 焼豚マリネ　　みかんシロップ漬け　　ご飯 弁当 ポテトサラダ

サケの塩焼き　　ひじき煮 牛焼肉　　竹輪の磯辺揚げ　 ウインナーマリネ 野菜のペペロンチーノ

ご飯　　味噌汁　　牛乳 錦糸焼売　　法蓮草の白和え　　ご飯 弁当 パンナコッタ

ロールキャベツ　　きのこのソテー　　オレンジ ガパオライス　　ミニサラダ

ホットケーキ　　牛乳 ささみフライ　　コンソメスープ 定食

金平ゴボウ　　蓮根の明太マヨ和え カツサンド　　トマトサラダ シーザーサラダ

ご飯　　具沢山味噌汁　　牛乳 エクレア　　野菜スープ 　　 定食 法蓮草のガーリックソテー

厚揚げのそぼろあんかけ　　厚焼き玉子 かき揚げ丼　　梅じゃこ冷奴 餃子

ご飯　　すまし汁　　牛乳 鶏と胡瓜の和え物　　かき玉汁 定食 わかめご飯

スパニッシュオムレツ　　 ミニサラダ 海老フライ　　白身魚のチーズ焼き　　蟹蒲サラダ さつま芋の天ぷら

パンｏｒご飯　　オニオンスープ　　ヤクルト 竹輪明太バター　　ひじき煮　　ご飯 弁当 マカロニサラダ

筑前煮　　とろろ芋 肉野菜塩炒め　　コロッケ　　きのこベーコンソテー Ａ ポークステーキ 2,970
ご飯　　味噌汁　　牛乳 海老の鹿の子揚げ　　昆布の佃煮　　ご飯 弁当 Ｂ 鮭のピカタ 2,877
ベーコンソテー 　　グレープフルーツ チキンカツ　　ビーフン炒め　　ツナサラダ 揚げたこ焼き

パンｏｒご飯　 　若芽スープ　 　牛乳 しめじと竹輪の甘辛炒め　　五色なます　　ご飯 弁当 彩りナムル

目玉焼き　ささみと胡瓜の和え物 ポークケチャップ　　サーモンフライ　　シーフードマリネ 大学芋

ご飯　　すまし汁　　牛乳 ポテトの明太マヨネーズ和え　　厚焼玉子　　ご飯 弁当 具沢山味噌汁

ミートボール　　コーンソテー 白身魚の七味マヨ焼き　　塩焼きそば　　若芽と玉葱の中華和え ミニそば

パンｏｒご飯　　野菜スープ　　ヨーグルト チーズサラダ　　ケーキ　　ご飯 弁当 ニラ玉

牛肉と白滝の和風煮　　野菜炒め 豚ロース葱味噌焼き　　蓮根挟み揚げ　　きのこガーリックソテー キッシュ

ご飯　　 味噌汁　　牛乳 しらすとキャベツの酢の物　 キウイフルーツ　　ご飯 弁当 野菜サラダ

魚ロッケ　　法蓮草のソテー メキシカンピラフ　　海草サラダ 焼き茄子

ご飯　　味噌汁　　牛乳 ブルーベリークレープ　　オニオンスープ 定食 スパゲティサラダ

セルフサンドイッチ　　ツナのマヨ和え　　アロエヨーグルト アジフライ　　春雨とそぼろの炒め煮　　アスパラのイタリア和え

きのこスープ　　牛乳 ゴボウサラダ　　大根葉のおろし和え　　ご飯 弁当

鮭茶漬け　　白菜の浅漬け デミソースハンバーグ　　ひじき春巻　　もやしと揚げの塩炒め Ａ 牛肉の胡麻だれかけ 2,745
ご飯　　味噌汁　　牛乳 チーズスクランブル　　中華クラゲ　　ご飯 弁当 Ｂ 白身魚のタルタル焼き 2,860
ハムエッグ　　マカロニサラダ タッカルビ　　コロッケ　　桃まん　　 蟹蒲と胡瓜のもずく酢和え

パンｏｒご飯　　コンソメスープ　　ジョア ツナサラダ　　切干大根煮　　ご飯 弁当 白玉あんこ

鶏の照焼き　　小松菜のゴマ和え 牛肉ときのこの炒め　　焼きちゃんぽん　　一口餃子 ミモザサラダ

ご飯　　味噌汁　　ヨーグルト 海老とキャベツのガーリック炒め　　グレープフルーツ　　ご飯 弁当 カリフラワーフリッター

オムレツ　　ゴボウサラダ 豚のスタミナ炒め　　豆腐の包み揚げ　　竹輪の甘辛炒め 帆立のバター醤油

パンｏｒご飯　　野菜のポタージュスープ　　牛乳 烏賊と若芽の酢味噌和え　　高菜炒め　　ご飯 弁当 キャベツと塩昆布の和え物

焼売の野菜あんかけ　　わかめの酢の物 鶏の胡麻天ぷら　　法蓮草のお浸し ペンネアラビアータ

ご飯　　味噌汁　　牛乳 ご飯　　味噌汁　　 定食 雪見だいふく

サバの塩焼き　　小松菜のお浸し 肉うどん　　大根サラダ 焼き芋

ご飯　　味噌汁　　牛乳 温泉卵　　稲荷 定食 もやしの胡麻醤油和え

ウィンナーソテー　　パンプキンサラダ 鶏肉のパン粉焼き　　チャプチェ　　大豆の五目和え チョレギサラダ

パンｏｒご飯　　ミネストローネ　　アップルジュース ブロッコリーの明太マヨ和え　　パインシロップ漬け　　ご飯 弁当 揚げ蓮根の甘辛煮

にゅうめん　　法蓮草の挽肉和え 牛カルビ　　チーズ餅　　ベーコンと筍の塩炒め Ａ 豚の味噌焼き 2,936
胡瓜のおかか和え　　ご飯　　牛乳 小松菜と帆立のお浸し　　七味蒟蒻　　ご飯 弁当 Ｂ サンマの塩焼き 2,604
クリームシチュー　　ハムサラダ タンドリーチキン　　ポークビーンズ　　胡麻団子 ポテトグラタン

コーンフレークｏｒご飯　　牛乳 春雨サラダ　　茄子の中華風甘酢　　ご飯 弁当 グリーンサラダ

サバのみりん焼き　　しめじのゴマ和え 豚肉の生姜焼き　　キャラメルプリン 春巻き

ご飯　　すまし汁　　牛乳 ご飯　　味噌汁 定食 ささみとザーサイのナムル

ジャーマンポテト　　グリーンサラダ チキン南蛮　　肉焼売　　青梗菜とコーンのイタリアン和え 金平ゴボウ

パンｏｒご飯　　パンプキンスープ　　オレンジジュース 金平蓮根　　法蓮草のおかか和え　　ご飯 弁当 どら焼き

朝カレー　　温泉卵 豆腐ハンバーグ　　グラタン　　ツナサラダ 笹かまぼこの天ぷら

ご飯　　若芽スープ　　牛乳 ナムル　　大学芋　　ご飯 弁当 白菜漬け

アジの塩焼き　　法蓮草の柚子和え ピリ辛クッパ　　チョレギサラダ ミニうどん

ご飯　　味噌汁　　牛乳 オレンジゼリー　　ワンタンスープ 定食 キャベツと塩昆布の和え物

スクランブルエッグ　　じゃことパリパリ水菜のサラダ 豚肉のおろしソース　　月見つくね　　エリンギのバター醤油 Ａ 焼き肉丼 2,988
パンｏｒご飯　　コンソメスープ　　牛乳 たこ焼き　　里芋の煮物　　ご飯 弁当 Ｂ 海老かき揚げ丼 2,844
麻婆春雨　　フルーツヨーグルト 鶏の唐揚げ　　千草焼き　　ブロッコリーのツナマヨ和え　　

ご飯　　味噌汁　　牛乳 きのこマリネ　　おかか昆布　　ご飯 弁当

南瓜挽肉サンドフライ　　ミニサラダ　　 豚肉の幽庵焼き　　のり塩ポテト　　蟹蒲と白菜の和え物 魚ロッケ

パンｏｒご飯　　長葱のスープ　　ヨーグルト ウインナーのミートソース和え　　金時豆　　ご飯 弁当 季節のフルーツ

ししゃも　　竹輪のゴマ煮 ミックスフライ　　野菜炒め　　肉まん 揚げ焼売

ご飯　　味噌汁　　牛乳 胡瓜の酢の物　　浅蜊のしぐれ煮　　ご飯 弁当 炒飯

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊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。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊月、水、金パンの日の朝食は、　ご飯かパンが選べます。

　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　11/22の朝食は、コーンフレークかご飯が選べます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊11/14.21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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊11/5.9の夕食は主菜や副菜等にボリュームがある為、主食を副菜に記載しています。
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ビビンバ

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。

3日(金)夕食：唐津くんちに合わせて祝い膳を提供予定です♪

14日(火)夕食：寒くなってきたので、中華まんを提供します！

16日(木)夕食：11月生まれお誕生日の寮生はケーキ付き！

18日(土)夕食：雪見だいふくの日にちなんでアイスを出します☆

24日(金)夕食：和食の日（いい日本食の日）にちなんで一汁三菜

メニューを提供します♪

28日(火)夕食：サラダバイキング

30日(木)夕食：投票で一番人気のラーメンを提供します♪

八太郎館 2017年 11月 献立予定

★食記念日(◍•ᴗ•◍)★

3日：みかんの日

15日：かまぼこの日

18日：雪見だいふくの日

24日：鰹節の日

鰹節は、体内で作

ることのできない9

種類の必須アミノ

酸をすべて摂るこ

とができる優れも

の食品♪
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