
（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

1 水
むぎごはん  ぎゅうにゅう
すいとん
きりぼしだいこんのいために

ぎゅうにゅう とりにく
あげはん

にんじん たまねぎ キャベツ
ねぎ きりぼしだいこん
ほししいたけ

ごはん おおむぎ こむぎこ
あぶら さとう ごま 596 2.1

2 木
ごはん　 ぎゅうにゅう
サーモンのカラフルマリネ
みそしる　 れいとうみかん

ぎゅうにゅう さけ あぶらあげ
わかめ みそ

たまねぎ あかピーマン
きピーマン ピーマン かぼちゃ
にんじん ねぎ みかん

ごはん でんぷん あぶら
さとう 643 1.7

3 金
ごはん　 ぎゅうにゅう
とうふのカレーいため
うずしおじる

ぎゅうにゅう とうふ ぶたにく
とりにく わかめ みそ

にんじん たまねぎ キャベツ
グリンピース しょうが もやし
とうもろこし ねぎ

ごはん あぶら さとう 605 2.5

6 月
ごはん　 ぎゅうにゅう
ぶたにくのしょうがいため
とうがんのスープ 　ミニチーズ

ぎゅうにゅう ぶたにく
とりにく チーズ

キャベツ たまねぎ にんじん
ピーマン あかピーマン ねぎ
しょうが とうがん ほししいたけ

ごはん あぶら さとう
ごま でんぷん 617 2.1

7 火
かぼちゃそぼろごはん
ぎゅうにゅう
ピリからきゅうり 　たなばたじる

ぎゅうにゅう とりにく
あぶらあげ たまご

かぼちゃ にんじん きゅうり
さやいんげん もやし
たまねぎ オクラ

ごはん あぶら
さとう ごまあぶら
ごま そうめん

622 2.9

8 水
おやこどんぶり 　ぎゅうにゅう
とうふじる　 かんパン

ぎゅうにゅう とりにく
たまご とうふ

たまねぎ にんじん ねぎ
えのきたけ かいわれだいこん

ごはん さとう かんパン 704 2.4

9 木
ごはん 　ぎゅうにゅう
さわらのいそべあげ
ひじきのいために 　げんきじる

ぎゅうにゅう さわら あおのりこ
ひじき ぎゅうにく だいず みそ
あげはん あぶらあげ
しらすぼし

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 てんぷらこ
あぶら さとう じゃがいも 691 2.2

10 金
ドライカレー 　みかんジュース
ヘルシースープ
アイスクリーム

ぎゅうにく ぶたにく
だいず ベーコン

にんにく しょうが たまねぎ
にんじん ピーマン キャベツ
みかんジュース セロリ パセリ

ごはん あぶら ごま
さとう じゃがいも
アイスクリーム

646 2.4

13 月
ごはん　 ぎゅうにゅう
マーボーなす
もずくじる

ぎゅうにゅう ぶたにく
うずらたまご みそ
かまぼこ もずく

なす にんにく しょうが
たまねぎ にら にんじん
えのきたけ ねぎ

ごはん あぶら
さとう でんぷん 614 2.6

14 火
ひやむぎ　 ぎゅうにゅう
かぼちゃのそぼろに
れいとうみかん

ぎゅうにゅう ちくわ とりにく
ほししいたけ きゅうり ねぎ
かぼちゃ にんじん
たまねぎ みかん

ひやむぎ さとう あぶら 613 2.9

15 水
ごはん　 ぎゅうにゅう
とりのからあげ　 コーンキャベツ
たまごスープ

ぎゅうにゅう とりにく
たまご わかめ

しょうが にんにく キャベツ
とうもろこし たまねぎ
にんじん ねぎ

ごはん でんぷん
あぶら 720 2.2

16 木
ごはん　 ぎゅうにゅう
さばのみそに　 こまつなのソテー
すましじる

ぎゅうにゅう さば みそ
ちくわ ふ

しょうが こまつな えのきたけ
しめじ とうもろこし たまねぎ
キャベツ かいわれだいこん

ごはん さとう 578 2.3

17 金 はてなこんだて ぎゅうにゅう ぶたにく

にんにく しょうが かぼちゃ
たまねぎ にんじん トマト
なす ゴーヤ あかピーマン
きピーマン みかん
パインアップル もも

ごはん あぶら
じゃがいも こむぎこ
さとう ゼリー

678 2.1

20 月
わかめごはん　 ぎゅうにゅう
にくじゃが　 すましじる

ぎゅうにゅう わかめ
ぎゅうにく ふ

にんじん たまねぎ こんにゃく
さやいんげん えのきたけ
かいわれだいこん

ごはん じゃがいも
あぶら さとう 607 3.6

21 火
ごはん 　ぎゅうにゅう
マーボーどうふ　 ワンタンスープ

ぎゅうにゅう とうふ ぎゅうにく
みそ とりにく

にんじん たまねぎ ねぎ
にんにく しょうが もやし
かいわれだいこん

ごはん あぶら さとう
でんぷん ワンタンのかわ 620 2.5

22 水
ごはん　 ぎゅうにゅう
プルコギ　 わかめスープ
れいとうパイン

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 パインアップル

ごはん あぶら
さとう ごま 588 2.4

27 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
こむぎこ あぶら 656 1.9

28 火
ちゅうかれいめん　 ぎゅうにゅう
えだまめ

ぎゅうにゅう たまご ハム
にんじん きゅうり もやし
えだまめ

ちゅうかれいめん あぶら 605 2.4

29 水
パン　 ぎゅうにゅう
キーマカレー 　ヘルシースープ
はっこうにゅう

ぎゅうにゅう レバー ぎゅうにく
ぶたにく だいず ベーコン
はっこうにゅう

にんにく しょうが たまねぎ
にんじん トマト キャベツ
セロリ パセリ

パン あぶら こむぎこ
じゃがいも 577 2.8

30 木
ごはん　 ぎゅうにゅう
ホイコーロー
ビーフンスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
みそ とりにく

キャベツ たけのこ にんじん
エリンギ ピーマン たまねぎ
ほししいたけ もやし ねぎ

ごはん あぶら さとう
ごまあぶら ビーフン 591 2.1

31 金
さかなそぼろごはん　 ぎゅうにゅう
とうふじる　 ゼリー

ぎゅうにゅう まぐろ
たまご とうふ

さやいんげん にんじん
たまねぎ えのきたけ ねぎ

ごはん あぶら ゼリー 585 1.8

食塩相当量
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今月の給食費
えん かい えん

２５０（円）×２１（回）＝ ５，２５０（円）

呉市立呉中央小学校


