
（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 月
ごはん キムチラーメン
ぎゅうにゅう
ひろしまわんぱくちりレモン

ぎゅうにゅう ぶたにく
みそ しらすぼし

にんじん たまねぎ もやし
はくさい はくさいキムチ ねぎ
こまつな レモン

ごはん ちゅうかそば
あぶら ごまあぶら
さとう ごま

611 2.0

4 水
ごはん ぎゅうにゅう
とうふのちゅうかにこみ
かみかみごぼう

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 ごぼう

ごはん あぶら さとう
ごまあぶら でんぷん
こむぎこ からあげこ

643 1.7

5 木
ごはん ぎゅうにゅう
さんまのしょうがに
はくさいのこんぶあえ げんきじる

ぎゅうにゅう さんま
こんぶ あぶらあげ
しらすぼし みそ

しょうが はくさい たまねぎ
にんじん ねぎ

ごはん さとう じゃがいも 661 2.3

6 金
ドライカレー ぎゅうにゅう
ヘルシースープ

ぎゅうにゅう 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
ブロッコリー セロリ

ごはん あぶら ごま
さとう じゃがいも 629 2.5

9 月
ごはん ぎゅうにゅう
とうにゅうなべ にんじんしりしり

ぎゅうにゅう ぶたにく
とうふ とうにゅう まぐろ
たまご かつおぶし

だいこん しめじ はくさい
にら にんじん

ごはん ごまあぶら
あぶら ごま さとう 590 1.3

10 火
ごはん ぎゅうにゅう
きりぼしだいこんのごまずサラダ
ぶたじる じゃこふりかけ

ぎゅうにゅう しらすぼし
あおのりこ ちくわ ぶたにく
あぶらあげ みそ

きりぼしだいこん にんじん
きゅうり ごぼう だいこん
こんにゃく ねぎ

ごはん さとう ごま
ごまあぶら さつまいも 582 2.0

11 水
ごはん ぎゅうにゅう
ししゃものにしきあげ
いりうのはな かきたまじる

ぎゅうにゅう ししゃも
あおのりこ おから とりにく
あぶらあげ たまご

にんじん たまねぎ
ほししいたけ こんにゃく
ねぎ かいわれだいこん

ごはん てんぷらこ
あぶら さとう でんぷん 685 2.4

12 木
セルフウインナーサンド
ぎゅうにゅう
チンゲンサイのクリームに りんご

ぎゅうにゅう
ウインナーソーセージ
とりにく

キャベツ チンゲンサイ
はくさい にんじん りんご

パン さとう あぶら
こむぎこ 623 2.9

13 金
ごはん ぎゅうにゅう
ひろしままだいのからあげ
だいずのごもくに すましじる

ぎゅうにゅう だいず
ぎゅうにく あげはん
こんぶ ふ ひろしままだい

にんじん れんこん こんにゃく
さやいんげん たまねぎ
えのきたけ かいわれだいこん

ごはん からあげこ
こむぎこ あぶら さとう 652 2.0

16 月
ごはん ぎゅうにゅう
はっぽうさい わかめスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
いか えび うずらたまご
わかめ ちくわ

しょうが たまねぎ にんじん
はくさい ピーマン きくらげ
かいわれだいこん

ごはん あぶら でんぷん 590 2.7

17 火
ジャンボむすび ひじきふりかけ
ぎゅうにゅう さばのたつたあげ
ながはまのうどんどうふ

ぎゅうにゅう のり ひじき
かつおぶし さば とうふ
あぶらあげ

しょうが にんじん
ほししいたけ ねぎ

ごはん さとう ごま あぶら
でんぷん さといも 654 1.9

18 水
ロールパン ぎゅうにゅう
スパゲティミートソース
ビーンズサラダ

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

しょうが にんにく たまねぎ
にんじん ピーマン トマト
キャベツ とうもろこし

パン スパゲティ
オリーブあぶら こむぎこ
さとう あぶら

659 2.5

19 木
ごはん ぎゅうにゅう
びしゅなべ なえとちいりこまる

ぎゅうにゅう ぶたにく
とりにく とうふ だいず
くろまめ かえりいりこ

はくさい たまねぎ にんじん
こんにゃく もやし しめじ
しゅんぎく しろねぎ えだまめ

ごはん でんぷん
あぶら さとう ごま 607 1.5

20 金
ビビンバ ぎゅうにゅう
きのこスープ みかん

ぎゅうにゅう ぎゅうにく
みそ とりにく

にんにく ねぎ にんじん
ほうれんそう もやし たまねぎ
しいたけ しめじ えのきたけ
かいわれだいこん みかん

ごはん あぶら さとう
ごまあぶら ごま 606 2.5

24 火
むぎごはん ぎゅうにゅう
ひろしまわぎゅうのにくじゃが
みそしる

ぎゅうにゅう ひろしまわぎゅう
あぶらあげ みそ

にんじん たまねぎ こんにゃく
さやいんげん しめじ ねぎ

ごはん おおむぎ
じゃがいも あぶら さとう 732 2.1

25 水
ごはん ぎゅうにゅう
ひらきあじのからあげ
ごまあえ もずくじる

ぎゅうにゅう あじ
かまぼこ もずく

ほうれんそう にんじん
はくさい たまねぎ えのきたけ
かいわれだいこん

ごはん こむぎこ
からあげこ あぶら
ごま さとう

590 2.1

26 木
ごはん ぎゅうにゅう
ポークビーンズ やさいサラダ

ぎゅうにゅう だいず
ぶたにく ハム

しょうが たまねぎ にんじん
グリンピース トマト キャベツ
とうもろこし レモン

ごはん じゃがいも あぶら
さとう オリーブあぶら 659 1.8

27 金
ごはん ぎゅうにゅう
すきやきふうに
ひろしまいいこいりこ りんご

ぎゅうにゅう ぎゅうにく
あげはん とうふ ふ
かえりいりこ わかめ

にんじん たまねぎ はくさい
こんにゃく しろねぎ しゅんぎく
りんご

ごはん あぶら さとう
レモンマーマレード ごま 612 1.7

30 月
くれっこげんきオータムカレー
ぎゅうにゅう フルーツポンチ
ミニチーズ

ぎゅうにゅう とりにく
チーズ

にんにく しょうが エリンギ
しめじ 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 さつまいも
こむぎこ さとう 711 2.5

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
えん かい えん
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