
醤油ラーメン  ・・・・・・・・・・・ 

週替り麺 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
（秋野菜五目あんかけ麺、秋ナス麻婆豆腐麺、鶏唐揚げ白湯麺、 

 野菜たっぷり味噌ラーメンなど） 
  

週替わりパスタ （サラダ付き） ・・・ 

かけうどん・そば ・・・・・・・・・ 

・NO SMOKING・ 
 

校舎内は、終日全面禁煙 
となっております。 

ご協力をお願いします。 

・食堂の利用方法・ 
１：サンプルケースでお好みのメニューをお選びください。 

２：食堂の入口にある食券機にて食券をお買い求めください。 

３：トレーを持ち、各々の販売窓口（カウンター）にお並びください。 

４：食券を販売窓口にお出しください。 

５：食券をお出しいただいた順に食事をお渡しします。 

６：フォーク・スプーン・割り箸・調味料・お水はセルフでご利用ください。 

７：食器は返却カウンターまでお返しください。 

  （フォーク・スプーン・割り箸等は、専用の容器にお入れください。） 

ご飯（味噌汁・お新香付き） ・・・・ 
ポテトサラダ ・・・・・・・・・・・・ 

唐揚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

トッピング温玉 ・・・・・・・・・・ 
トッピング日替り揚げ物・・・ 

side menu 

セレクト定食 ・・・・ 
（おかず３品の中から２品選べます。） ※ごはん小盛りは２０円引き 

 
 
 

■定 食■ 
（ごはん・味噌汁・お新香付き） 

※メニューの内容・価格は予告無く変更することがあります。 
 
 

■カレー・丼■ 

（味噌汁・お新香付き） 

カレーライス ・・・・・ 

週替わりカレー ・・・ 

タレ唐揚げ丼 ・・・・ 

週替わり丼 ・・・・・・ 

      ラーメン 

■麺 類■ 

人気なのは、 

唐揚げ定食と丼ぶり系！！ 

 

週替わり丼 週替わりパスタ セレクト定食 

2019/11/30  メニュー表の更新（12月1日～12月27日分） 

お知らせ 

鶏唐揚げ定食 

2019/10/31  価格表の変更、メニュー表の更新（11月1日～11月30日分） 

  

 本学の学生食堂は、 

ボリューム満点のメニューを豊富に揃え、 

さらに美味しいことが 
最大のポイントです。 

学生をはじめとする利用者の健康増進と食環境の 
充実のため、日々進化しています。 

学生、教職員だけでなく、一般の方もご利用いただけます。 
ぜひ足を運んでみてください。 

 
 ■席数 342席 
 ≪営業時間≫ 

 ■平日 11:00－14:00まで 
※学生の休業期間に応じて、営業時間を変更する可能性があります。 

 

１５０円 
１５０円 

１５０円 

 ５０円 

１００円 

 
 

４1０円 
 

 
４1０円 

４００円 

４６０円 

４１０円 

５１０円  ほか 

３８０円 

４１０円 
 

 
 

４３０円 

３００円      ほか 

鶏唐揚げ定食 ・・・ 
※ごはん小盛りは２０円引き 



※使用しているアレルギー物質（７品目）

1 ▼セレクト定食 2 ▼セレクト定食 3 ▼セレクト定食 4 ▼セレクト定食 5 ▼セレクト定食 6 7

≪週替わりカレー／ハヤシ≫ ※小麦､卵､乳､エビ

≪週替わり丼≫ ※小麦

≪週替わり麺≫ ※小麦

≪週替わりパスタ≫ ※小麦､卵

8 ▼セレクト定食 9 ▼セレクト定食 10 ▼セレクト定食 11 ▼セレクト定食 12 ▼セレクト定食 13 14

≪週替わりカレー／ハヤシ≫ ※小麦､卵

≪週替わり丼≫ ※卵

≪週替わり麺≫ ※小麦､卵､乳

≪週替わりパスタ≫ ※小麦､卵､乳

15 ▼セレクト定食 16 ▼セレクト定食 17 ▼セレクト定食 18 ▼セレクト定食 19 ▼セレクト定食 20 21

≪週替わりカレー／ハヤシ≫ ※小麦､卵

≪週替わり丼≫ ※小麦､卵

≪週替わり麺≫ ※小麦､卵

≪週替わりパスタ≫ ※小麦､卵

鶏の唐揚げ　カレー／ハヤシ

温玉ビビンバ丼

担々麺

アサリのトマトパスタ

　※小麦､卵､乳 　※小麦､卵 　※卵、乳

かぼちゃコロッケ シュウマイ マーボー豆腐 肉じゃが マカロニサラダ

　※小麦､卵､エビ 　※小麦､卵､乳 　※小麦､卵､乳､エビ

エビボール野菜あん サバのみそ煮 カキフライ エビカツ 肉巻き豆腐

餃子

　※小麦､卵 　※小麦 　※小麦､卵､乳 　※小麦､卵

カルボナーラ

チキンカツ
鶏肉とキノコのトマト

煮
豚肉のキムチ炒め ハムカツ

コロッケ　カレー／ハヤシ

温玉豚キムチ丼

塩バターラーメン

　※小麦､卵 　※小麦､卵

ごぼうサラダ 韓国風サラダ ロールキャベツ さつま芋コロッケ
ブロッコリーとカリフ

ラワーのサラダ

　※小麦､卵 　※小麦､卵､エビ 　※小麦､卵 　※小麦､卵､乳､カニ

白身魚のソテー アジフライ えびの天ぷら イカリングフライ カニクリームコロッケ

豚串

　※小麦､卵 　※小麦､卵､乳 　※小麦､卵 　※小麦､卵

キノコとタラコの和風パスタ

カレーコロッケ クリームシチュー
鶏の唐揚げ

（カレーソース）
きのこと豚肉の野菜炒め

エビカツ　カレー／ハヤシ

ヤキトリ丼

辛ねぎみそラーメン

　※小麦､卵､乳 　※小麦､卵､乳 　※小麦 　※卵､乳

中華サラダ れんこんのはさみ揚げ 春雨サラダ
ツナとコーンのマカロニ

サラダ
シーザーサラダ

　※小麦､卵 　※小麦､卵 　※小麦､卵

春巻き イカフライ イワシの蒲焼き さばの塩焼き ホキ魚のフライ

ハンバーグ

（デミグラスソース）

　※小麦､卵 　※小麦､卵､乳 　※小麦､卵 　※小麦､卵､乳 　※小麦､卵､乳

牛肉コロッケ ハッシュドミート 酢鶏 メンチカツ

火 水日 月 木 金 土

楽食 なごみ 
１２月１日～１２月３１日メニュー表 



※使用しているアレルギー物質（７品目）

火 水日 月 木 金 土

22 ▼セレクト定食 23 ▼セレクト定食 24 ▼セレクト定食 25 ▼セレクト定食 26 27 28

　≪週替わりカレー／ハヤシ≫　　　メンチカツ　カレー／ハヤシ ※小麦､卵

　　　　　　　≪週替わり丼≫　　　たれかつ丼 ※小麦､卵

　　　　　　　≪週替わり麺≫　　　豚骨ラーメン ※小麦､卵

　　　　　≪週替わりパスタ≫　　　ミートパスタ ※小麦､卵

29 30 31

休　業 休　業

　※小麦 　※卵､乳 　※小麦 　※小麦､卵､乳

厚揚げ野菜あん シーザーサラダ
ブロッコリーとトマト

のサラダ
クリームシチュー

　※小麦､卵､乳 　※小麦､卵､エビ 　※小麦､卵､乳 　※小麦

ホタテのクリームコ

ロッケ
えびの天ぷら 春巻き 白身魚のソテー

休　業

　※小麦､卵

チキンカツ
ハンバーグ

（デミグラスソース）

鶏の唐揚げ

（チリソース）
豚肉の生姜焼き


