
（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

2 水
ドライカレー みかんジュース
ヘルシースープ ミニチーズ

ぎゅうにく ぶたにく だいず
ベーコン チーズ

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

ごはん あぶら ごま
さとう じゃがいも 608 2.5

3 木
ごはん ぎゅうにゅう
さんまのしょうがに
キャベツのこんぶあえ とうふじる

ぎゅうにゅう さんま
こんぶ とうふ

しょうが キャベツ にんじん
たまねぎ えのきたけ
かいわれだいこん

ごはん さとう 634 2.0

4 金
ひやむぎ ぎゅうにゅう
だいがくいも

ぎゅうにゅう たまご ハム にんじん きゅうり もやし
ひやむぎ あぶら
さつまいも  ごま さとう 648 2.4

7 月
むぎごはん 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

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
かいわれだいこん

ごはん おおむぎ でんぷん
あぶら さとう ごま 624 2.0

8 火
ごはん ぎゅうにゅう
なすのカレーに コンソメスープ

ぎゅうにゅう ぎゅうにく
なまあげ ベーコン

にんにく にんじん たまねぎ
なす えだまめ
キャベツ パセリ

ごはん ごまあぶら
こむぎこ さとう マカロニ 591 2.0

9 水
クロワッサン パンシットビーフン
ぎゅうにゅう ビーンズサラダ

ぎゅうにゅう とりにく ぶたにく
あかいんげんまめ ハム
あおえんどうまめ　ひよこまめ

キャベツ たまねぎ にんじん
ねぎ にんにく レモン
とうもろこし

パン ビーフン あぶら
オリーブあぶら さとう 620 2.4

10 木
おやこどんぶり ぎゅうにゅう
けんちんじる れいとうみかん

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　ごぼう
かいわれだいこん だいこん
こんにゃく しめじ ねぎ みかん

ごはん さとう さといも
ごまあぶら 635 2.4

11 金
ごはん ぎゅうにゅう
ホキフライ コーンキャベツ
みそしる

ぎゅうにゅう ホキ あぶらあげ
わかめ みそ

キャベツ とうもろこし
たまねぎ にんじん ねぎ

ごはん こむぎこ パンこ
あぶら じゃがいも 686 2.1

14 月
ごはん ぎゅうにゅう
プルコギ サンラータン

ぎゅうにゅう ぎゅうにく みそ
とりにく たまご

にんにく にんじん たまねぎ
エリンギ ピーマン もやし
ほししいたけ

ごはん あぶら さとう ごま
はるさめ でんぷん
ごまあぶら

623 2.2

15 火
ごはん ぎゅうにゅう
サーモンのゆうやけむし
とうがんのスープ れいとうみかん

ぎゅうにゅう さけ とりにく

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

ごはん マヨネーズ でんぷん 595 1.9

16 水
ごはん ぎゅうにゅう
ぶたにくとフェジョンのにこみ
やさいソテー

ぎゅうにゅう ぶたにく
あかいんげんまめ
あおえんどうまめ
チーズ ベーコン　ひよこまめ

にんじん たまねぎ
グリンピース にんにく
トマト キャベツ あかピーマン
きピーマン とうもろこし

ごはん じゃがいも
あぶら こむぎこ 655 1.8

17 木
かぼちゃそぼろごはん
ぎゅうにゅう うずしおじる
ぶどう

ぎゅうにゅう とりにく
あぶらあげ たまご
ぶたにく わかめ みそ

かぼちゃ にんじん
さやいんげん しょうが
たまねぎ もやし
とうもろこし ねぎ ぶどう

ごはん さとう あぶら 620 2.3

18 金
ごはん ぎゅうにゅう
ひろしまトットレモン
にゅうめん

ぎゅうにゅう ホキ あぶらあげ
にんにく しょうが たまねぎ
にんじん ピーマン レモン
しめじ ねぎ

ごはん でんぷん あぶら
レモンマーマレード さとう
そうめん

619 2.3

23 水
ごはん ぎゅうにゅう
まごわやさしいに かきたまじる
あじつけのり

ぎゅうにゅう だいず あげはん
こんぶ たまご のり

にんじん ごぼう ほししいたけ
こんにゃく さやいんげん
たまねぎ ねぎ

ごはん じゃがいも
ごま さとう でんぷん 579 2.1

24 木
いわしのかばやきどんぶり
ぎゅうにゅう キャベツのもしおあえ
みそしる

ぎゅうにゅう いわし
あぶらあげ  わかめ
みそ

しょうが キャベツ もやし
にんじん たまねぎ しめじ
ねぎ

ごはん でんぷん あぶら
さとう  ごまあぶら 646 2.5

25 金
ごはん ぎゅうにゅう
とうふのちゅうかにこみ
ピリからきゅうり なし

ぎゅうにゅう とうふ
ぶたにく えび

しょうが にんじん たまねぎ
はくさい ほししいたけ
えだまめ きゅうり もやし  なし

ごはん あぶら さとう
ごまあぶら でんぷん ごま 600 1.9

28 月
くれっこげんきカレー
ぎゅうにゅう
フルーツポンチ

ぎゅうにゅう ぶたにく
にんにく しょうが たまねぎ
にんじん グリンピース
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 685 2.1

29 火
ごはん ぎゅうにゅう
ししゃものてんぷら
ひじきのいために げんきじる

ぎゅうにゅう ししゃも ひじき
ぎゅうにく だいず あげはん
あぶらあげ しらすぼし みそ

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 675 2.4

30 水
ごはん ぎゅうにゅう
ぶたにくともやしのチャンプル
もずくじる

ぎゅうにゅう ぶたにく とうふ
たまご かつおぶし もずく

にんにく しょうが ねぎ
にんじん もやし にら
たまねぎ えのきたけ
かいわれだいこん

ごはん あぶら
ごまあぶら 590 2.2

食塩相当量
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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

１～５年生 ２５０（円）×１９（回）＝ ４，７５０（円）
ねんせい えん かい えん

６年生 ２５０（円）×１８（回）＝ ４，５００（円）
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