
（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 火
いわしのかばやきどんぶり　ぎゅうにゅう
きりぼしだいこんのごまずサラダ
すましじる

ぎゅうにゅう いわし
ちくわ ふ

しょうが きりぼしだいこん
にんじん きゅうり たまねぎ
えのきたけ みつば

ごはん でんぷん あぶら
さとう ごまあぶら ごま 637 2.2

2 水
ごはん ぎゅうにゅう
マーボーどうふ
カルちゃんサラダ

ぎゅうにゅう とうふ
ぎゅうにく みそ まぐろ
しらすぼし ひじき

にんじん たまねぎ ねぎ
にんにく しょうが こまつな
キャベツ

ごはん あぶら でんぷん
さとう ごま 627 2.2

3 木
ちゅうかれいめん 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
ちゅうかれいめん あぶら
さつまいも ごま さとう 713 2.4

4 金
ぎゅうどん ぎゅうにゅう
ながはまのうどんどうふ

ぎゅうにゅう ぎゅうにく
とうふ あぶらあげ

たまねぎ ごぼう こんにゃく
ねぎ にんじん ほししいたけ
かいわれだいこん

ごはん あぶら さとう
さといも でんぷん 594 1.7

7 月
ごはん ぎゅうにゅう
さばのうめに
キャベツのおかかあえ みそしる

ぎゅうにゅう さば かつおぶし
あぶらあげ わかめ みそ

しょうが うめぼし キャベツ
たまねぎ にんじん ねぎ

ごはん さとう じゃがいも 637 2.7

8 火
こがたパン パンシットビーフン
ぎゅうにゅう
ツナサラダ

ぎゅうにゅう まぐろ とりにく
ぶたにく

とうもろこし キャベツ たまねぎ
にんじん ねぎ にんにく

パン マヨネーズ
ビーフン あぶら 600 2.2

9 水
ごはん ぎゅうにゅう
ホキのてんぷら
ひじきのいために かきたまじる

ぎゅうにゅう ホキ ひじき
ぎゅうにく だいず あげはん
たまご

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 でんぷん 651 2.2

10 木
くれっこげんきかいじカレー
ぎゅうにゅう
グリーンアスパラガスサラダ

ぎゅうにゅう ぎゅうにく みそ

にんにく しょうが たまねぎ
にんじん グリンピース キャベツ
とうもろこし レモン
グリーンアスパラガス

ごはん あぶら じゃがいも
こむぎこ はちみつ
オリーブあぶら さとう

679 2.3

11 金
むぎごはん ぎゅうにゅう
くれのにくじゃが げんきじる

ぎゅうにゅう ぎゅうにく
あぶらあげ しらすぼし みそ

たまねぎ こんにゃく もやし
ごぼう にんじん ねぎ

ごはん おおむぎ あぶら
じゃがいも さとう 604 2.1

14 月
ごはん みかんジュース
キーマカレー
ゆでやさい

ぶたレバー ぎゅうにく
ぶたにく だいず ハム

みかんジュース にんにく
しょうが たまねぎ にんじん
トマト とうもろこし えだまめ

ごはん あぶら こむぎこ
じゃがいも 572 1.3

15 火
ごはん ぎゅうにゅう
こおりどうふのたまごとじ
みそしる じゃこふりかけ

ぎゅうにゅう  とりにく たまご
こおりどうふ あぶらあげ みそ
わかめ しらすぼし あおのりこ

にんじん たまねぎ にら
ほししいたけ しめじ ねぎ

ごはん あぶら さとう
じゃがいも ごま 597 2.4

16 水
ごはん ごもくうどん ぎゅうにゅう
ひろしまあげあげちくわ
キャベツのむしに

ぎゅうにゅう とりにく
あぶらあげ ちくわ
あおのりこ

にんじん たまねぎ ねぎ
しょうが キャベツ

ごはん うどん こむぎこ
こめこ ごま あぶら 622 2.9

17 木
ごはん ぎゅうにゅう
なすのカレーに
レタスとたまごのスープ

ぎゅうにゅう ぎゅうにく
なまあげ たまご ベーコン

にんにく にんじん たまねぎ
なす えだまめ レタス

ごはん ごまあぶら さとう
こむぎこ でんぷん 622 2.1

18 金
ごはん ぎゅうにゅう
せとうちあげ さわやかあえ
とうふじる

ぎゅうにゅう ほしあみ
ちくわ ひじき しらすぼし
とうふ

たまねぎ にんじん ごぼう
きゅうり レモン えのきたけ
かいわれだいこん もやし

ごはん てんぷらこ
あぶら ごま さとう 628 1.8

21 月
ごはん ぎゅうにゅう
なまあげのそぼろに
かみかみあえ

ぎゅうにゅう ぶたにく
なまあげ するめ

にんじん たまねぎ きゅうり
さやいんげん きりぼしだいこん

ごはん あぶら さとう
でんぷん 611 1.3

22 火
さかなそぼろごはん
ぎゅうにゅう うずしおじる

ぎゅうにゅう まぐろ たまご
とりにく わかめ みそ

さやいんげん しょうが にんじん
たまねぎ もやし とうもろこし ねぎ

ごはん あぶら じゃがいも 589 2.0

23 水
ごはん ぎゅうにゅう
チリコンカン こまつなのソテー

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

にんにく たまねぎ にんじん
トマト パセリ こまつな
キャベツ しめじ とうもろこし

ごはん オリーブあぶら 598 1.3

24 木
たこめし ぎゅうにゅう
あきなだじる

ぎゅうにゅう たこ
あぶらあげ わかめ みそ

しょうが ごぼう にんじん
ほししいたけ さやいんげん
たまねぎ ねぎ

ごはん あぶら さとう
もしおめん 572 2.3

25 金
ごはん ぎゅうにゅう
さばのたつたあげ
さやいんげんのごまあえ とりごぼうじる

ぎゅうにゅう さば とりにく
とうふ

しょうが さやいんげん もやし
にんじん たまねぎ ごぼう
チンゲンサイ えのきたけ

ごはん さとう でんぷん
あぶら ごま 680 2.1

28 月
ハヤシライス ぎゅうにゅう
ごぼうサラダ

ぎゅうにゅう ぎゅうにく ハム
にんにく しょうが たまねぎ
にんじん グリンピース トマト
ごぼう きゅうり

ごはん さとう あぶら ごま
こむぎこ マヨネーズ 677 2.1

29 火
ごはん ぎゅうにゅう
ゴーヤチャンプル 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
とりにく もずく

ゴーヤ にんじん キャベツ
たまねぎ えのきたけ ねぎ

ごはん あぶら ごまあぶら 587 2.1

30 水
ごはん ぎゅうにゅう
とりのからあげ コーンキャベツ
ワンタンスープ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく

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 もやし ねぎ

ごはん でんぷん あぶら
ワンタンのかわ 707 2.1

※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。

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

２５０（円）×２２（回）＝ ５，５００（円）

くれ こきゅうしょく
呉っ子給食

おきなわけん
沖縄県の
きょうどりょうり

郷土料理

きょうどりょうり
郷土料理

きゅうしょく
ひろしま給食

きょうどりょうり
郷土料理

きょうどりょうり
郷土料理
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・給食献立の料理別に使用している食品と，加工品・調味料について記載しています。アレルギー特定原材料のうち，表示義務のある７品目が
  含まれている場合は「●」を表示しています。その他の品目についてお知りになりたい場合は，学校までお問い合わせください。
・食材の表記において，下味等，調理工程順に表記しているため，１つの料理に同じ食材が複数回，表記されている場合があります。
・製造や調理の際に起こりうるコンタミネーション（同一製造ライン使用，原材料の採取方法，えび，かにを捕食していることによるもの）については記載しておりません。

じゃこふりかけ しらす干し･砂糖･こいくちしょうゆ･水･青のり粉･白ごま
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

●

鶏のからあげ 若鶏もも肉切身･しょうが･にんにく･こいくちしょうゆ･でん粉（揚）･食油（揚）
コーンキャベツ キャベツ･粒コーン（缶）･天然塩･こしょう

みそ汁 しめじ･じゃがいも･にんじん･油揚げ･カットわかめ･ねぎ･煮干し･中みそ･水
ワンタンスープ

たまねぎ･にんじん･太もやし（サリナス）･豚もも肉(Ａ)･ワンタン皮･ねぎ･
鶏がらスープ（冷）･天然塩･こしょう･こいくちしょうゆ･水

ごはん ごはん（米）･強化米

凍り豆腐の卵とじ
凍り豆腐･若鶏もも肉（Ａ）･にんじん･たまねぎ･にら･干ししいたけ･鶏卵･
食油･だし汁･煮干し･酒･砂糖･天然塩･こいくちしょうゆ

● ●
15 火

ごはん ごはん（米）･強化米

30 水

牛乳 牛乳

若鶏もも肉（Ａ）･にんじん･たまねぎ･えのきたけ･もずく･ねぎ･だし昆布･
削り節･天然塩･うすくちしょうゆ･酒･水

　 ●
ゆで野菜

じゃがいも･天然塩（調理用）･にんじん･粒コーン（缶）･枝豆むき身（冷）･
ロースハム･食油･食塩･こしょう

● 　 ●

牛乳 牛乳

29 火

ごはん ごはん（米）･強化米

ゴーヤチャンプル
にがうり（ゴーヤ）･天然塩･豚もも肉(Ａ)･焼き豆腐･にんじん･キャベツ･鶏卵･
食油･ごま油･酒･顆粒中華だし･天然塩･こしょう･こいくちしょうゆ･糸削り節

もずく汁

みかんジュース みかんジュース　１本

キーマカレー
豚レバーひき肉（冷）･牛かたひき肉･豚ももひき肉･にんにく･しょうが･
たまねぎ･にんじん･大豆（蒸・八割）･食油･小麦粉･カレー粉･ケチャップ･
ウスターソース･トマトピューレー･ローリエ･コンソメの素･天然塩･こしょう

●

●

牛乳 牛乳

14 月

ごはん ごはん（米）･強化米
ごぼうサラダ

●

牛乳 牛乳
元気汁 太もやし（サリナス）･ごぼう･にんじん･油揚げ･しらす干し･ねぎ･中みそ･水

28 月

ハヤシライス
ごはん（米）･強化米･牛かた肉(Ａ)･こしょう･にんにく･しょうが･たまねぎ･
にんじん･グリンピース（冷）･天然塩･砂糖･鶏がらスープ（冷）･食油･
小麦粉･ケチャップ･ダイストマト（缶）･ウスターソース･食油･水
ごぼう･にんじん･きゅうり･ロースハム･食油･天然塩･こしょう･白すりごま･
白ごま･マヨネーズ　１袋８g

11 金

麦ごはん 麦ごはん（米）･強化米･大麦
呉の肉じゃが じゃがいも･牛かた肉(Ａ)･たまねぎ･糸こんにゃく･食油･砂糖･こいくちしょうゆ

●

●

牛乳 牛乳
とりごぼう汁

若鶏もも肉（Ａ）･食油･たまねぎ･にんじん･ごぼう･チンゲンサイ･えのきたけ･
木綿豆腐･煮干し･天然塩･こしょう･うすくちしょうゆ･水

さやいんげんのごまあえ
すじなしいんげん（つゆ豆）･天然塩（調理用）･にんじん･太もやし（サリナス）･
白すりごま･砂糖･こいくちしょうゆ･白ごま

ごはん（米）･強化米
さばの竜田揚げ さば切身（冷）１切･しょうが･こいくちしょうゆ･砂糖･でん粉（揚）･食油（揚）

グリーンアスパラガスサラダ
キャベツ･グリーンアスパラガス･天然塩（調理用）･粒コーン（缶）･たまねぎ･
オリーブ油･りんご酢･砂糖･天然塩･こしょう･レモン果汁

●

牛乳

25 金

ごはん

牛乳 牛乳 安芸灘汁 藻塩めん（干）･カットわかめ･たまねぎ･にんじん･ねぎ･煮干し･中みそ･水

10 木

呉っ子元気海自カレー（ビーフ）

ごはん（米）･強化米･牛かた肉(Ｂ)･こしょう･にんにく･しょうが･食油･じゃがいも･
たまねぎ･にんじん･小麦粉･食油･カレー粉･ターメリック･ガラムマサラ･
ケチャップ･こいくちしょうゆ･ウスターソース･中濃ソース･コンソメの素･赤ワイン･
はちみつ･中みそ･天然塩･こしょう･グリンピース（冷）･水

●

24 木

たこめし
ごはん（米）･強化米･ゆでだこ（冷）･酒･しょうが･ごぼう･にんじん･油揚げ･
干ししいたけ･すじなしいんげん（つゆ豆）･天然塩（調理用）･食油･酒･砂糖･
こいくちしょうゆ

牛乳

●9 水

ごはん ごはん（米）･強化米
ホキの天ぷら ホキ切身（冷）１切･天然塩･天ぷら粉･食油（揚）

ひじきの炒め煮
芽ひじき･牛かた肉(Ａ)･大豆（蒸／ゆで）･にんじん･ごぼう･切りこんにゃく･
揚げ半（さつま揚げ）･枝豆むき身（冷）･食油･みりん･砂糖･こいくちしょうゆ

かきたま汁 鶏卵･たまねぎ･にんじん･ねぎ･煮干し･天然塩･こいくちしょうゆ･でん粉･水

●

牛乳 牛乳
ツナサラダ まぐろ油漬フレーク（缶）･粒コーン（缶）･
マヨネーズ　１袋５g

小松菜のソテー
まぐろ油漬フレーク（缶）･小松菜･キャベツ･しめじ･粒コーン（缶）･顆粒中華だし･
天然塩･こしょう

●
水

ごはん ごはん（米）･強化米

チリコンカン
ミックスビーンズ（蒸／ゆで）･牛かたひき肉･豚ももひき肉･にんにく･たまねぎ･
にんじん･ダイストマト（缶）･パセリ･ケチャップ･オリーブ油･白ワイン･天然塩･
こしょう･コンソメの素･粉とうがらし･パプリカ　粉･ローリエ･水

牛乳 牛乳

●

23

8 火

小型パン 小型縦割りパン（冷）１袋

パンシットビーフン
ビーフン　クイッティオ･若鶏もも肉（Ａ）･酒･天然塩･豚もも肉(Ａ)･キャベツ･
たまねぎ･にんじん･ねぎ･にんにく･コンソメの素･ナンプラー･天然塩･
こしょう･食油

牛乳 牛乳
牛乳 牛乳

キャベツのおかかあえ キャベツ･糸削り節･うすくちしょうゆ
みそ汁 たまねぎ･じゃがいも･にんじん･油揚げ･カットわかめ･ねぎ･煮干し･中みそ･水

渦潮汁
若鶏もも肉（Ａ）･しょうが･にんじん･たまねぎ･じゃがいも･もやし･
粒コーン（缶）･カットわかめ･ねぎ･鶏がらスープ（冷）･中みそ･水

さかなそぼろごはん
ごはん（米）･強化米･まぐろ味付フレーク･すじなしいんげん（つゆ豆）･
天然塩（調理用）･鶏卵･食油

● ●
7 月

ごはん ごはん（米）･強化米 牛乳 牛乳
さばの梅煮 さば切身（冷）１切 50g･しょうが･梅干･こいくちしょうゆ･砂糖･酒･食酢･みりん･水

22 火

牛乳 牛乳
かみかみあえ 切干大根･するめ･酒･きゅうり･にんじん･食酢･砂糖･うすくちしょうゆ･天然塩

　 ●
21 月

ごはん ごはん（米）･強化米

生揚げのそぼろ煮
豚ももひき肉･生揚げ･にんじん･たまねぎ･すじなしいんげん（つゆ豆）･
天然塩（調理用）･食油･酒･みりん･砂糖･こいくちしょうゆ･でん粉･水

牛乳 牛乳

長浜のうどん豆腐
里芋（冷）･にんじん･干ししいたけ･木綿豆腐･油揚げ･貝割れ大根･だし昆布･
削り節･みりん･天然塩･うすくちしょうゆ･でん粉･水

●4 金

牛丼
ごはん（米）･強化米･牛かた肉(Ａ)･たまねぎ･ごぼう･糸こんにゃく･ねぎ･
食油･みりん･砂糖･こいくちしょうゆ

牛乳 牛乳

豆腐汁
木綿豆腐･にんじん･たまねぎ･えのきたけ･貝割れ大根･煮干し･天然塩･
こいくちしょうゆ･酒･水

●

金

ごはん ごはん（米）･強化米
瀬戸内揚げ 干しあみ･ちくわ･ひじき（呉）･たまねぎ･にんじん･ごぼう･天ぷら粉･食油（揚）

大学芋 さつまいも（冷）･食油（揚）･黒ごま･砂糖･こいくちしょうゆ･水
さわやかあえ

太もやし（サリナス）･きゅうり･にんじん･しらす干し･白ごま･砂糖･天然塩･食酢･
レモン果汁

●

●

18

3 木

中華冷麺
中華冷麺（小麦粉）１袋･鶏卵･食油･ロースハム･にんじん･きゅうり･
太もやし（サリナス）･食油･中華冷麺のスープ

●

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

レタスと卵のスープ
レタス･鶏卵･ベーコン･たまねぎ･にんじん･鶏がらスープ（冷）･天然塩･
こしょう･うすくちしょうゆ･でん粉･水

● ●カルちゃんサラダ
まぐろ油漬フレーク（缶）･しらす干し･芽ひじき･こいくちしょうゆ･小松菜･
にんじん･キャベツ･食油･食酢･砂糖･こいくちしょうゆ･天然塩･こしょう･白ごま

　 ●

なすのカレー煮
牛かたひき肉･にんにく･にんじん･たまねぎ･なす･生揚げ･枝豆むき身（冷）･
ごま油･小麦粉･カレー粉･ケチャップ･ウスターソース･砂糖･天然塩･こしょう

●

ごはん ごはん（米）･強化米

マーボー豆腐
木綿豆腐･牛かたひき肉･にんじん･たまねぎ･ねぎ･にんにく･しょうが･食油･
顆粒中華だし･みりん･砂糖･こいくちしょうゆ･赤みそ･粉とうがらし･でん粉

　 ●
2 水

ごはん ごはん（米）･強化米

17 木

キャベツの蒸し煮 キャベツ･天然塩
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

すまし汁
切り麩･たまねぎ･えのきたけ･三つ葉･だし昆布･削り節･天然塩･
うすくちしょうゆ･酒･水

　 ●
●

切干大根のごま酢サラダ
切干大根･にんじん･きゅうり･ちくわ･ごま油･うすくちしょうゆ･りんご酢･砂糖･
白ごま

　 ●
●

16 水

少量ごはん ごはん（米）少量･強化米

五目うどん
ゆでうどん（小麦粉）･若鶏もも肉（Ａ）･油揚げ･にんじん･たまねぎ･ねぎ･
煮干し･天然塩･こいくちしょうゆ･水

広島あげあげちくわ
ちくわ　１本･小麦粉･米粉･青のり粉･お好みソース･酢漬しょうが･白ごま･
食油（揚）

か
に

1 火

いわしのかばやき丼
ごはん（米）･強化米･いわし開き（冷）１枚･しょうが･酒･こいくちしょうゆ･
でん粉（揚）･食油（揚）･砂糖･みりん･こいくちしょうゆ･水

●

卵 乳
小
麦

そ
ば

落

花

生

え
び

え
び

か
に

日
付

曜
日

料　理　名 食　　　材

献立・アレルギー特定原材料一覧表
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