
赤色の食品 黄色の食品 緑の食品

日 曜 血や筋肉のもとになるもの 熱や力のもとになるもの 体の調子をよくするもの
エネルギー
（Kcal)

たんぱく質
(g)

3 月
牛乳　三色大豆ごはん

丸干しいわし　糸寒天のごま酢浸し
ぶた汁

大豆　黒大豆　炒り大豆　油揚げ
イワシの丸干し　豚かた肉
甘みそ　淡色辛みそ　生揚げ
牛乳　糸寒天

精白米　米粒麦　さとう　こんにゃく
ひまわり油　白ごま

にんじん　ほうれんそう　もやし　キャベツ　ごぼう
だいこん　たまねぎ　長ねぎ

610 29.2

4 火
牛乳　長崎ちゃんぽん

ジャンボぎようざ
きゅうりの華風漬け

豚かた肉　むきえび　いか
なると　豚ひき肉　牛乳

チャンポンめん　ぎょうざの皮
小麦粉　ひまわり油　ごま油

にんじん　チンゲンサイ　にら　しょうが　にんにく
長ねぎ　干ししいたけ　もやし　キャベツ　きゅうり

637 31.2

5 水

牛乳　パンプキンパン
卵とほうれん草のグラタン
ベーコンと白菜のスｰプ
レモンスカッシュゼリー

ボンレスハム　卵　ベーコン
鶏もも肉　牛乳　ピザ用チーズ
粉寒天

パンプキンパン　小麦粉　でんぷん
グラニュー糖　ひまわり油　バター

ほうれんそう　にんじん　こまつな　たまねぎ
しめじ　にんにく　はくさい　レモン

671 27.0

6 木

牛乳　麦ごはん
豚ヒレステーキの玉葱ソースかけ
野菜のからしあえ　のっぺい汁

みかん

豚ひれ　豚かた肉　油揚げ　牛乳
精白米　米粒麦　さとう　でんぷん
こんにゃく　さといも　ごま油

こまつな　にんじん　ほうれんそう　たまねぎ
りんご　にんにく　キャベツ　もやし　だいこん
長ねぎ　みかん

614 30.3

7 金
牛乳　ひよこ豆のカレーライス

じゃこサラダ
きんかん

豚かた肉　ひよこまめ　牛乳
ピザ用チーズ　生わかめ
ちりめんじゃこ

精白米　米粒麦　小麦粉　じゃがいも
さとう　ひまわり油　白ごま　ごま油

にんじん　こまつな　にんにく　たまねぎ
キャベツ　きんかん

715 25.6

10 月
牛乳　スープスパゲティ

マセドアンサラダ
いよかん

ベーコン　鶏もも肉　牛乳
生クリーム

スパゲッティ　小麦粉　じゃがいも
さとう　バター　ひまわり油

にんじん　パセリ　セロリー　たまねぎ
マッシュルーム缶　クリームコーン　ホールコーン
きゅうり　いよかん

705 23.2

12 水
牛乳　ビスキュイパン

ポトフ　キューブサラダ
卵　鶏もも肉　ウィンナー　牛乳

丸パン　グラニュー糖　さとう
小麦粉　じゃがいも　さつまいも
バター　アーモンドパウダー
ひまわり油

にんじん　にんにく　しょうが　たまねぎ　キャベツ
ホールコーン　だいこん　きゅうり　えだまめ

626 22.2

13 木
牛乳　八宝菜丼　中華サラダ

フルｰツヨｰグルト

豚かた肉　いか　むきえび
うずら卵　牛乳　カットわかめ
プレーンヨーグルト

精白米　米粒麦　さとう　でんぷん
ひまわり油　ごま油

にんじん　チンゲンサイ　しょうが　にんにく
長ねぎ　干ししいたけ　たけのこ　たまねぎ
はくさい　キャベツ　もやし　黄桃缶
パイン缶　みかん缶

634 24.9

14 金
牛乳　シーフードピラフ

花野菜サラダ　ブラウニー
いか　むきえび　貝柱　卵　牛乳

精白米　米粒麦　さとう　小麦粉
グラニュー糖　チョコ-レトクリーム
粉砂糖 バター ひまわり油 くるみ

にんじん　パセリ　ブロッコリー　たまねぎ
マッシュルーム缶　カリフラワー　キャベツ　りんご

683 22.1
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花野菜サラダ　ブラウニ 粉砂糖 バター ひまわり油 くるみ
ャ

17 月
牛乳　いため焼きそば

ミックスあげ　にらたまスープ
はっさく

豚かた肉　ひよこまめ　焼き竹輪
鶏もも肉　卵　牛乳　あおのり

むし中華めん　でんぷん　じゃがいも
ひまわり油　カシューナッツ

にんじん　にら　干ししいたけ　たまねぎ
キャベツ　もやし　にんにく　はっさく

688 25.4

18 火
牛乳　ジャンバラヤ　野菜スープ

ポテトのチーズ焼き
ウィンナー　いか　むきえび
ベーコン　牛乳　ピザ用チーズ

精白米　米粒麦　じゃがいもバター
ひまわり油

トマトジュース　ホールトマト　にんじん
こまつな　にんにく　セロリー　たまねぎ
グリンピース

600 22.2

19 水
牛乳　ミルメーク(紅茶)

フィッシュバーガー
ミネストローネ　いちご

ぶあたら　卵　ベーコン
白いんげん　牛乳

ミルメーク　ショートニングパン
小麦粉　パン粉　じゃがいも
ひまわり油

にんじん　トマト　キャベツ　セロリー
たまねぎ　いちご

635 27.0

20 木
牛乳　きんぴらごはん

うずら豆の甘煮
キャベツと竹輪のごま和え　石狩汁

豚かた肉　うずら豆　焼き竹輪
さけ　甘みそ　淡色辛みそ
豆腐　牛乳　出し昆布

精白米　米粒麦　つきこんにゃく
さとう　ごま油　ひまわり油　白ごま

にんじん　さやいんげん　ほうれんそう　ごぼう
干ししいたけ　キャベツ　もやし　だいこん
はくさい　長ねぎ　しょうが

602 25.4

21 金

牛乳
マーボー豆腐丼

青菜の中華スープ
あんにんどうふ

豚ひき肉　赤色辛みそ　押し豆腐
鶏もも肉　牛乳　粉寒天

精白米　米粒麦　さとう　でんぷん
はるさめ　ひまわり油　ごま油

にんじん　にら　チンゲンサイ　にんにく　しょうが
たけのこ　干ししいたけ　長ねぎ　たまねぎ
みかん缶　黄桃缶　パイン缶

684 24.5

24 月
牛乳　もち入りきつねうどん

野菜のごま浸し　きなこゼリー
豚かた肉　油揚げ　きな粉
牛乳　出し昆布

冷凍うどん　さとう　もち
白すりごま

にんじん　ほうれんそう　こまつな　干ししいたけ
長ねぎ　キャベツ

627 23.9

25 火
牛乳　麦ごはん　えびフライ

みそドレサラダ　キムチスープ
ブラックタイガー　卵　甘みそ
豚ひき肉　牛乳

精白米　米粒麦　小麦粉　パン粉
さとう　ひまわり油　白ごま

こまつな　にんじん　みずな　だいこん　もやし
白菜キムチ　長ねぎ

631 22.7

26 水
牛乳　セサミトースト
シーフードチャウダー
白菜とリンゴのサラダ

むきえび　貝柱　牛乳　生クリーム
食パン　はちみつ　小麦粉
じゃがいも　さとう　バター
白すりごま　ひまわり油

にんじん　パセリ　セロリー　たまねぎ　はくさい
かぶ　りんご

624 22.5

27 木
牛乳　ポークストロガノフ

もやしサラダ　りんご
豚かた肉　レンズまめ　牛乳
生クリーム

精白米　米粒麦　小麦粉　さとう
バター　ひまわり油　白ごま

パセリ　にんじん　ホールトマト　こまつな
にんにく　セロリー　たまねぎ　マッシュルーム缶
もやし　りんご

662 21.5

28 金
牛乳

ほたての炊き込みご飯
キャベツの煮浸し　けの汁　デコポン

鶏もも肉　油揚げ　貝柱　けずり節
大豆　高野豆腐　甘みそ　牛乳
刻み昆布　出し昆布

精白米　米粒麦　さとう　こんにゃく
ひまわり油

にんじん　こまつな　干ししいたけ　えのきたけ
キャベツ　だいこん　ごぼう　生ぜんまい　ふき
デコポン

637 26.8

今月分　　一日あたりの平均 647 25.1

中学年１人１回あたりの学校給食摂取基準 640 24.0

◎献立や使用食材は、都合により変更することがあります。
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