
牛 エネルギー たんぱく質

乳 （ｋｃａｌ） （ｇ）

大豆　みそ　鶏肉 牛乳 米　こんにゃく 油 にんじん

油揚げ　かじき鮪 でん粉　もち米 小松菜

豚肉　かつお節 じゃが芋　砂糖

油揚げ 牛乳　のり 米　砂糖 油 にんじん　菜の花

卵　鮭 ヨーグルト 里芋 マヨネーズ ほうれん草

かつお節 昆布　チーズ しらたき 赤・青ピーマン

きな粉　ハム 牛乳 ミルクパン 油　ごま にんじん

卵　ひよこ豆 調理用牛乳 ぶどうパン バター 小松菜

鶏肉　豚骨 砂糖　じゃが芋 ごま油 トマト缶

みそ　豚肉 ジョア 中華麺 油　ラード にんじん

うずら卵 砂糖 ごま油 青梗菜

豚骨　鶏がら じゃが芋 バター

さわら　みそ 牛乳 米　こんにゃく 油　ごま 小松菜

鶏肉　ちくわ わかめ 砂糖 ごま油 にんじん

かつお節 しらす干し じゃが芋 いんげん

ツナ缶　ハム 牛乳 米 油 ピーマン

鶏肉　ベーコン チーズ 砂糖 にんじん

鶏がら じゃが芋

豚肉　なると 牛乳 米　でん粉 油 にんじん

豆腐　うずら卵 砂糖　春雨 ごま油 青梗菜　小松菜

豚骨　鶏がら

11 月

かじき鮪 牛乳 米　でん粉 油　ごま にんじん

鶏肉 砂糖　米粉 ごま油 小松菜

かつお節 ラー油

豚肉　豆腐 牛乳　わかめ 丸パン　砂糖 油 にんじん

鶏肉　卵 脱脂粉乳 でん粉　 ごま油 小松菜

鶏がら 海藻ミックス じゃが芋 ほうれん草

鶏肉 牛乳 米　米粉 油 にんじん　小松菜

サラミ チーズ じゃが芋 バター トマト　バジル

豚骨 生クリーム 砂糖

ささげ　 牛乳 米　砂糖 油　ごま 小松菜

鶏肉　油揚げ 生クリーム こんにゃく ごま油 にんじん

なると　みそ しらす干し もち米 ラー油

かつお節 でん粉

豚肉　大豆 牛乳 米　でん粉 油　ごま にんじん

みそ　生揚げ わかめ 砂糖　春雨 ごま油 いんげん

豚骨　鶏がら

19 火

豚肉　ベーコン 牛乳　寒天 米　じゃが芋 バター にんじん

大豆　レンズ豆 チーズ 米粉　砂糖 油 トマト缶

ツナ缶　鶏がら 小松菜

21 木

豚肉　大豆 牛乳 米　砂糖 油 にんじん

さつま揚げ のり こんにゃく いんげん

卵　かつお節 じゃが芋

25 月

エネルギー たんぱく質 脂質 カルシウム 鉄 亜鉛 食物繊維 塩分

ｋｃａｌ ｍｇ ｍｇ ｍｇ Ａ（μｇRE） Ｂ１（ｍｇ） Ｂ２（ｍｇ） ｇ ｇ

８３０ ４５０ ４．０ ３ ３００ ０．５ ０．６ ６．５以上 ２．５未満

８１５ １６ ２７ ３８４ ３．０ ３．８ ２９０ ０．３４ ０．５３ ５．９ ３．５３月平均 １０９ ２９

第６０回卒業式

振替休業日

春分の日 「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」です。

４月の給食開始は４／１０（水）の予定です。

＊食材料購入の都合により、献立を変更する場合があります。★印はリクエストメニューです。

学校給食
摂取基準

マグネシウム ビタミン

摂取エネルギー
の１３～２０％

摂取エネルギー
の２０～３０％

ｍｇ Ｃ（ｍｇ）

１２０ ３０

＊今月の生乳産地予定は、東京都、群馬県、山梨県、岩手県、青森県、秋田県、宮城県の予定です。

修了式

842 31.3厚焼き卵　肉じゃが しょうが

清見オレンジ 清見オレンジ

22 金

ご飯　のりの佃煮

○

玉葱

20 水

チリビーンズライス

○

にんにく　パイン缶

813

29.3

大根　パインジュース

27.6大根とツナのサラダ 玉葱　とうもろこし

パインゼリー

18 月

ご飯

○

にんにく　しょうが

806マーボー大根 たけのこ　干し椎茸

春雨とわかめスープ　清見オレンジ 大根　ねぎ　もやし　清見オレンジ

お赤飯（ごま塩別配缶）　鶏肉のみそ焼き キャベツ　もやし

吉野汁　お祝いデザート（いちご別配缶） ミックスフルーツ（りんご　桃　洋梨）

852 31.9

24.6イタリアンサラダ セロリ　キャベツ

清見オレンジ 玉葱　りんご　福神漬け　清見オレンジ

15 金

♪卒業お祝いメニュー

○

しょうが　大根

14 木

米粉カレーライス　福神漬け

○

にんにく　しょうが

893

とうもろこし

海藻サラダ もやし

野菜と卵のスープ

38.0

34.9野菜のナムル もやし　ねぎ

米粉すいとん

13 水

丸パン　ヘルシーハンバーグ

○

玉葱

812

30.7中華スープ にんにく　白菜

いちご

12 火

ご飯　魚の甘辛揚げ

○

しょうが　にんにく

783

9 土

ご飯　四川豆腐（うずら卵別配缶）

○

しょうが　玉葱

783

29.68 金

ツナライス

○

玉葱　とうもろこし

827じゃが芋のピザチーズ焼き グリンピース　かぶ

かぶのスープ　清見オレンジ

37.27 木

ご飯　さわらのごまみそ焼き

○

キャベツ　大根

756わかめサラダ もやし　たけのこ

野菜のうま煮 干し椎茸

844

玉葱　ねぎ　しょうが　清見オレンジ

30.0★みそラーメン（うずら卵別配缶） とうもろこし　白菜

じゃがバタしょうゆ　清見オレンジ

27.4キャベツとハムのサラダ にんにく

ミネストローネ 玉葱　セロリ

6 水

♪リクエストメニュー

ジョア

にんにく　メンマ

5 火

揚げパン（きなこ）　レーズンフレンチトースト

○

キャベツ

788

813
鮭の花かご焼き かんぴょう

ミックスフルーツ（りんご　桃　洋梨）

34.3
菜の花寿司（炒り卵別配缶） 大根　えのき茸

こづゆ（福島県郷土料理）　フルーツヨーグルト　

37.7魚の更紗揚げ　豚汁 たけのこ　大根

清見オレンジ

4 月

♪ひな祭りメニュー

○

干し椎茸　

1 金

大豆ご飯　

○

ごぼう　ねぎ

792

しょうが　清見オレンジ

赤の仲間 黄の仲間 緑の仲間

血や肉になる 熱や力のもと 体の調子を整える

にんにく　マッシュルーム　清見オレンジ

干し椎茸　たけのこ　いちご

干し椎茸　白菜

カリカリじゃこサラダ ねぎ　いちご
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