
（Ｂちく）
（一人当たりの平均栄養摂取量）

おもにからだを
つくるもの

おもにからだのちょうしを
ととのえるもの

おもにエネルギーの
もとになるもの

8 水
せきはん ぎゅうにゅう
ぶたにくのくわやき さわやかあえ
すましじる

あずき ぎゅうにゅう ぶたにく
みそ しらすぼし ふ

もやし きゅうり にんじん
レモン たまねぎ えのきたけ
みつば

もちごめ　でんぷん
あぶら さとう ごま 652 2.0

9 木
ごはん ぎゅうにゅう
さばのしょうがに
キャベツのこんぶあえ みそしる

ぎゅうにゅう さば こんぶ
とうふ みそ

しょうが キャベツ たまねぎ
にんじん えのきたけ ねぎ

ごはん さとう 591 2.0

10 金
ソイどんぶり ぎゅうにゅう
レタスとたまごのスープ
あまなつかん

ぎゅうにゅう だいず ぎゅうにく
ぶたにく たまご ベーコン

たまねぎ にんじん
チンゲンサイ レタス
あまなつかん

ごはん あぶら さとう
でんぷん 630 2.6

13 月
ハヤシライス ぎゅうにゅう
フルーツポンチ

ぎゅうにゅう ぎゅうにく
にんにく しょうが たまねぎ
にんじん グリンピース トマト
みかん パインアップル もも

ごはん さとう あぶら
こむぎこ 656 1.9

14 火
ごはん ぎゅうにゅう
ホキのてんぷら ごまあえ
げんきじる

ぎゅうにゅう ホキ あぶらあげ
しらすぼし みそ

ほうれんそう にんじん
はくさい たまねぎ ねぎ

ごはん てんぷらこ あぶら
ごま さとう じゃがいも 641 2.1

15 水
おやこどんぶり ぎゅうにゅう
けんちんじる ひなあられ

ぎゅうにゅう とりにく たまご
とうふ あぶらあげ

たまねぎ にんじん みつば
だいこん ごぼう こんにゃく
しめじ ねぎ

ごはん さとう さといも
ごまあぶら ひなあられ 632 2.4

16 木
ごはん ぎゅうにゅう
プルコギ わかめスープ
あまなつかん

ぎゅうにゅう ぎゅうにく みそ
わかめ ちくわ

にんにく にんじん たまねぎ
エリンギ かいわれだいこん
ピーマン あまなつかん

ごはん あぶら さとう
ごま 575 2.4

17 金
クロワッサン スパゲティイタリアン
ぎゅうにゅう やさいサラダ
ミニチーズ

ぎゅうにゅう ぶたにく
ハム チーズ

にんじん たまねぎ ピーマン
エリンギ キャベツ とうもろこし
レモン

パン スパゲティ
オリーブあぶら さとう 680 2.7

20 月
さんしょくそぼろずし ぎゅうにゅう
ぶたじる オレンジ

ぎゅうにゅう まぐろ たまご
ぶたにく あぶらあげ みそ

さやいんげん にんじん
ごぼう だいこん こんにゃく
ねぎ オレンジ

ごはん あぶら さつまいも 633 2.0

21 火
くれっこげんきカレー ぎゅうにゅう
グリーンサラダ

ぎゅうにゅう ぶたにく ハム
にんにく しょうが たまねぎ
にんじん グリンピース レタス
とうもろこし レモン

ごはん あぶら じゃがいも
こむぎこ さとう
オリーブあぶら

680 2.6

22 水
ごはん ぎゅうにゅう
さわらのたつたあげ
ひじきのいために みそしる

ぎゅうにゅう さわら ひじき
ぎゅうにく だいず あげはん
あぶらあげ わかめ みそ

しょうが にんじん ごぼう
こんにゃく えだまめ たまねぎ
ねぎ

ごはん さとう でんぷん
あぶら じゃがいも 654 2.2

23 木
ごはん ぎゅうにゅう
マーボーどうふ ちゅうかサラダ

ぎゅうにゅう とうふ ぎゅうにく
みそ やきぶた

にんじん たまねぎ ねぎ
にんにく しょうが キャベツ
きゅうり

ごはん あぶら さとう
でんぷん ごまあぶら ごま 607 2.0

24 金
ごはん ぎゅうにゅう
サーモンフライ レタス
あつくもえろ！Ｃスープ

ぎゅうにゅう さけ ベーコン
しらすぼし

レタス たまねぎ にんじん
キャベツ しめじ トマトジュース

ごはん こむぎこ パンこ
あぶら じゃがいも マカロニ 705 1.7

27 月
ごはん ぎゅうにゅう
まぐろのあまからに
キャベツのしそあえ もずくじる

ぎゅうにゅう まぐろ かまぼこ
もずく

しょうが キャベツ しそ
にんじん たまねぎ
えのきたけ ねぎ

ごはん でんぷん あぶら
さとう ごま 601 2.0

28 火
ごはん ぎゅうにゅう
ちくぜんに かきたまじる
あじつけのり

ぎゅうにゅう とりにく たまご
のり

たけのこ にんじん こんにゃく
ほししいたけ さやいんげん
たまねぎ ねぎ

ごはん さといも あぶら
さとう でんぷん 604 2.1

30 木
ごはん ごもくうどん
ぎゅうにゅう
かみってる！GoGoいため

ぎゅうにゅう とりにく
あぶらあげ ぶたにく みそ

にんじん たまねぎ ねぎ
ごぼう こんにゃく
さやいんげん

ごはん うどん ごまあぶら
ごま さとう 587 1.9

　※３月
がつ

に使
つか

う予定
よてい

だった物資
ぶっし

を一部
いちぶ

使用
し よ う

しています。 　　　　　　　　　　　※今年度
こんねんど

から，食塩相当量
しょくえんそうとうりょう

を掲載
けいさい

します。

食塩相当量

(ｸﾞﾗﾑ)
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こんだてめい

つかわれているしょくひん
ｴﾈﾙｷﾞｰ

(ｷﾛｶﾛﾘｰ）

こんげつ きゅうしょくひ

今月の給食費
ねんせい えん かい えん

１年生 ２５０（円）×１３（回）＝ ３，２５０（円）
ねんせい えん かい えん

２～６年生 ２５０（円）×１６（回）＝ ４，０００（円）

しょくえんそうとうりょう

呉市立呉中央小学校


