
（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 月
ごはん ぎゅうにゅう
クリームシチュー
りっちゃんのサラダ

ぎゅうにゅう ぶたにく
ハム こんぶ かつおぶし

にんじん たまねぎ パセリ
キャベツ きゅうり とうもろこし
ミニトマト

ごはん あぶら
じゃがいも こむぎこ
オリーブあぶら さとう

689 1.8

2 火
ごはん ぎゅうにゅう
さわらのてんぷら
ひじきのいために げんきじる

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 しらすぼし みそ

にんじん れんこん 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

3 水
ばらずし ぎゅうにゅう
ぶたじる ひなあられ

ぎゅうにゅう しらすぼし えび
かまぼこ あぶらあげ たまご
ぶたにく なまあげ みそ

にんじん ごぼう ほししいたけ
さやいんげん だいこん
こんにゃく ねぎ

ごはん あぶら さとう
さといも ひなあられ 610 2.4

4 木
ごはん ぎゅうにゅう
ホイルハンバーグ
コーンキャベツ パンプキンスープ

ぎゅうにゅう ぎゅうにく
ぶたにく うずらたまご
ベーコン

しょうが たまねぎ キャベツ
とうもろこし かぼちゃ
パセリ

ごはん パンこ
こむぎこ 685 2.2

5 金
さんま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 もずくじる

ぎゅうにゅう さんま
かまぼこ もずく

しょうが キャベツ もやし
にんじん たまねぎ
えのきたけ かいわれだいこん

ごはん でんぷん
あぶら さとう
ごまあぶら

678 2.5

8 月
ごはん ぎゅうにゅう
マーボーどうふ
きりぼしだいこんのごまずサラダ

ぎゅうにゅう とうふ ぎゅうにく
みそ ちくわ

にんじん たまねぎ ねぎ
にんにく しょうが
きりぼしだいこん きゅうり

ごはん あぶら さとう
でんぷん ごまあぶら
ごま

602 1.9

9 火
パワーをつけろ！スタミナがんすどん
ぎゅうにゅう くれのしゅんさいじる
ひろしまレモンのパンナコッタ

ぎゅうにゅう がんす
しらすぼし たまご みそ

たまねぎ しいたけ キャベツ
みつば にんじん だいこん
はくさい えのきたけ ねぎ

ごはん あぶら さとう
さといも パンナコッタ 677 2.7

10 水
クロワッサン ぎゅうにゅう
ひろしまトマトのスパゲティミートソース
やさいサラダ

ぎゅうにゅう ぎゅうにく
ぶたにく 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 レモン

パン スパゲティ
オリーブあぶら
こむぎこ さとう あぶら

723 2.6

11 木
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 ゼリー

696 2.1

12 金
ごはん ちゃんぽんめん
ぎゅうにゅう じょうやまに いちご

ぎゅうにゅう ぶたにく いか
だいず かえりいりこ

たまねぎ にんじん キャベツ
もやし ねぎ いちご

ごはん ちゅうかそば
あぶら でんぷん さとう
ごま

641 2.5

15 月
ごはん ぎゅうにゅう
くれのにくじゃが かきたまじる
じゃこふりかけ

ぎゅうにゅう ぎゅうにく
たまご しらすぼし あおのりこ

たまねぎ こんにゃく
にんじん ねぎ

ごはん じゃがいも
あぶら さとう
でんぷん ごま

650 2.3

16 火
ごはん ぎゅうにゅう
たこボール レタス
みそしる あじつけのり

ぎゅうにゅう とうふ たこ
あおのりこ あぶらあげ
わかめ みそ のり

こんにゃく キャベツ ねぎ
レタス たまねぎ にんじん

ごはん てんぷらこ
あぶら じゃがいも 704 2.2

17 水
ドライカレー ぎゅうにゅう
ヘルシースープ アイスクリーム

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
セロリ パセリ

ごはん あぶら さとう
ごま じゃがいも
アイスクリーム

699 2.6

18 木
ロールパン パンシットビーフン
ぎゅうにゅう ビーンズサラダ
ヨーグルト

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

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 605 2.3

19 金
せきはん ぎゅうにゅう
ヒレカツ ごまあえ すましじる

あずき ぎゅうにゅう
ぶたにく ふ

ほうれんそう にんじん
はくさい えのきたけ
たまねぎ かいわれだいこん

もちごめ　こむぎこ
パンこ あぶら ごま
さとう

682 1.8

22 月
さけそぼろごはん ぎゅうにゅう
けんちんじる はっさく

ぎゅうにゅう さけ しらすぼし
たまご とうふ あぶらあげ

さやいんげん だいこん
にんじん ごぼう こんにゃく
しめじ ねぎ はっさく

ごはん ごま あぶら
さといも ごまあぶら 597 1.5

23 火
ごはん ぎゅうにゅう
さばのみそに さわやかあえ
とうふじる

ぎゅうにゅう さば みそ
しらすぼし とうふ

しょうが 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 さとう ごま 608 2.5

24 水
ごはん ぎゅうにゅう
プルコギ トック

ぎゅうにゅう ぎゅうにく
みそ たまご

にんにく にんじん たまねぎ
エリンギ ピーマン しろねぎ

ごはん あぶら
さとう ごま トック 652 2.6

※物資の都合により，献立および食材を変更する場合があります。

しょくえんそうとうりょう

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）×１８（回）＝ ４，５００（円）
ねんせい えん かい えん

６年生 ２５０（円）×１５（回）＝ ３，７５０（円）
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