
匂0．0¢毎か0¢匂0★0¢　4月　献立表　毎〇・〇¢毎か0¢毎か0¢ 
平　2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纏黒灰分田柄中学校 

白 �擢 白 �牛 乳 �献　　fr　　芦． �赤の食品 �美色の食品 �線の食品 �こ虹で 補って欲ul 食品 �栄　養　価 （上段）主食主菜 （下段）副菜汁物デザート �血や肉になる �働く力になる �体の網子を整える ��エネルギー たんばくず 

9 �水 �○ �ポークカレーライス �豚肉レンズまめ �こめ麦じゃがいも小麦粉 申ざら糖三溝糖上白糖 �にんじんブロッコリーしょうが にんにく玉葱りん‾セロリ �卵類 �857　kcal 
グ」－ンサラダすりおろしりんごゼリー �牛乳アガー �米ぬか油有塩パター ごま油 �　　　　し キャベツ �きのこ＃ �24．5g 

10 �木 �○ �五目あんかけ焼きそば �豚肉いかえびうずら卵 牛乳粉かんてん �精し中華蓉≡温糖でん幣 �にんじんチンケンツアイ にんにくしょうがたけのこ �豆・豆製品類 �852　kcal 
杏仁豆腐 �生クリーム �上白糖米ぬか油ごま油 �干し推考玉葱はくさい みかん缶パイン缶もも缶 �穫実類 �31．8g 

11 �金 �○ �桜の香こはん鶏肉の幸子酢醤油 �鶏肉はんぺん �こめでん甥上白糖 �しそ葉なはなにんじん 桜の塩漬けねぎレモン �魚介類 �752　kcal 
菜の花おかか和えすまし汁くだもの �牛乳炊き込みわかめ しらす干し �三温糖いりごま米ぬか油 �キャベツえのきたけいちご �芋類 �28．0g 

14 �月 �○ �麦ご飯麻婆豆腐 �豚肉木綿豆腐 �こめ麦でん粉三温糖 �にらにんじんこまつな しょうがにんにく玉葱 �魚介類 �810　koal 
伴三糸中華風卵スープ �たまご牛乳 �米ぬか油ごま油いりごま �干し椎茸もやしきゅうり えのきたけねぎ �藻類 �32．6g 

15 �火 �○ �たくあんこはん鰭の梅みそ焼き �さわら　鶏肉牛乳 �こめ麦三温糖さといも �こまつなにんじんたくあん �肉類 �75g・k冶1 
磯香和え吉野汁 �‡つかめのり �でん粉いりこまごま油 すりご謹 �ねり梅もやしだいこんねぎ �果物難 �34．9　g 

16 �水 �○ �スロツ■ピージョー春野菜のシチュー �豚肉レンズまめ鶏肉 ベーコ、牛乳粉チーズ �丸パンじゃがいも小麦粉 オリーブ油米ぬか油 �ピーマントマトピューレ にんじんアスパラガスにんにく �卵親 �819　kCal 
くだもの �　ニ／ 生クリーム �有塩バター �玉葱セロリキャベツ ふなしめじデコボン �1実糟 �33．0g 

17 �木 �○ �高菜こはん厚焼き卵 �豚肉たまご油揚げ 　　　一幸 �こめ三温糖じゃ肌1も �たかな漢にんじん玉葱 �豆・壷井品類 �m　kCal 
切り干し大根の含め煮わかめの味噌汁 �本願牛乳ひじ わかめ �ごま泊いりごま米ぬか油 �切干しだいこん �書の」積 �29．6g 

18 �金 �○ �まいがご飯豆腐の真砂揚げ �絞り星鼠鶏肉たまご �こめ麦上白糖でん粉 �！こんじんこまつな玉葱 キャベツきゅうりしょうが �魚介類 �784　0al 
のりの佃煮和風サラダ沢煮椀 �豚肉牛乳のり �三温精米ぬか油 �干し椎茸だいこんたけのこ �芋類 �31．8g 

21 �月 �○ �ジャンバラヤ �豚肉ウインナー �こめ上白糖じゃがいも �iこんじんピーマン赤ピーマン にんにくしょうが玉葱 �豆・豆製品類 �806　bal 
ツナサラタジュリアンスープ �まぐろ缶詰ベーコン 牛乳 �有塩バター米ぬか油 �マッシュルーム黄ピーマン キャベツきゅうりセロリ �礪類 �29．9　g 

22 �火 �○ �たけのこご飯ししゃもの二色揚げ �油揚げたまご豚肉豆腐 �こめ三温糖小麦粉 　　　ーかいも �こまつなにんじんたけのこ �肉類 �800　k為1 
小松菜のピーナッツ和え豚汁 �牛乳ししゃもあおのり �頓こんにゃくじゃ らっかせい米ぬか油 �キャベツごぼうだいこんねぎ �きのこ類 �34．7g 

23 �水 �○ �フレンチトーストかぶのポトフ �たまごベーコン豚肉 �真パン上白糖じゃがいもr �にんじん赤ピーマンにんにく 玉葱かふキャベツ黄ピーマン �豆・豆製品類 �790　kcal 
いかのマリネサラダ �ウインナーいか牛乳 �三温糖有塩バター米ぬか雉 �きゅうりレモン �穫実類 �34．2g 

24 �木 �○ �ビビンバ �豚肉油揚げ鶏肉牛乳 �こめ三溝糎でん粉 　は　米ぬか油 �にんじんこまつな チンケンツアイにんにく �魚介類 �糾　kcal 
鶏肉とえの章のスープくだもの ��緑豆はるさめ ごま油すりごまいりごま �しょうがせんまいもやし えのきたけなつみかん �芋類 �30．2　g 

25 �金 �○ �しょうがこはん鯖の味噌煮 �油揚げさば米みそ �こめ麦≡温糖 　　　1 �こまつなにんじんしょうが �内耳 �780　kGal 
野菜のごま酢和えけんらん汁 �繊こし豆腐牛乳 �板こんにゃくさとしも すりごま米ぬか油ごま油 �もやしごぼうだいこんねぎ �きのこ類 �33．2さ 

28 �月 �○ �高野豆腐のそぼろ丼 �鶏肉凍り豆腐 �こめ菱≡温糖 �tこんじんさやいんげん こまつなしょうが玉葱 �卵類 �793　kCal 
こんにゃくサラダみだ＜さんの味噌汁 �蝦こし豆腐牛乳 �突きしんにゃ＜上白糖　干し椎茸もやしきゅうり じゃ机1も米ぬか油　キャベツごぼうだいこん ��藻類 �33．6g 

29 �火 �○ �昭和の日 

30 �水 � �あしたばパン鮭の香華焼き スパイシーポテトトマトスープ �鮭ベーコン鶏肉たまご �パン粉じゃがいもでん粉 �パセリトマトトマト缶詰 �豆・豆製品頸 �8α5　kcal 牛乳粉チーズ �オリーブ油米ぬか油 �にんにく玉葱 �果物類 �41．6　g 

※食材料購入等の都合により、献立を変更させていただくことがありますd 

■今月の献立から

11日（金）入学・進級帯祝い献立
…1年生の入学、2・3年生の進学をお祝いして、

桜の香ごはんを出します。

くだもの
デザート

この他、腎や菜の花、たけのこなど、書を感じる食材

多く登場します。香の味覚を楽しみましょう◎

匝頭　重側
（主菜は事前、副菜は典） 窃頓知

正しい憂書方を
していますか7

これが基本の並べ方です。

教室の盛りつけ表を参考

にして、自分の食器の置き

方をチェックしてみまし

ょう。


