
エネルギー たんぱく質

赤 黄 緑

血・肉・骨・歯になる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる
あつあげのごもくに ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　たけのこ 557 26.3
すりみチーズロール すりみチーズロール　あつあげ ごま いんげん　だいこん　もやし 674 30.6
たくあんあえ うずらのたまご　わかめ ほうれんそう 868 37.4
さわらのたつたあげ ぎゅうにゅう　ちくわ　とりにく ごはん　さとう　あぶら　 にんじん　ごぼう　たけのこ 572 25.5
かきたまじる あぶらあげ　さわら　たまご かたくりこ　はなふ　ゼリー たまねぎ　こまつな　 683 29.4
ひなまつりゼリー かまぼこ 895 37.0
ポテトのベーコンに ぎゅうにゅう　ベーコン　　 パン　ジャム　じゃがいも たまねぎ　にんじん　パセリ 549 20.2
たれつきにくだんご①②② にくだんご　チーズ バター　イタリアンドレッシング とうもろこし　キャベツ　きゅうり 698 26.0

いちごジャム グリーンサラダ ブロッコリー　えだまめ 856 30.8
さばのみそに ぎゅうにゅう　さば　とうふ ごはん　じゃがいも　あぶら にんじん　ごぼう　ねぎ 570 27.0
とんじる あぶらあげ ぶたにく さとう　ごま ほうれんそう　はくさい 677 30.8
ごまあえ 902 39.8
おかめうどんのしる ぎゅうにゅう　とりにく うどん　さとう　あぶら にんじん　ほうれんそう 583 23..6
きなこだんご③⑤⑦ かまぼこ　あぶらあげ しらたまだんご たけのこ　しいたけ　こまつな 681 27.6
こまつなのじゃこいため きなこ　ちりめんじゃこ とうもろこし　キャベツ 836 33.7
とうふのうまに ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　あぶら　ごまあぶら たまねぎ　チンゲンサイ　にんじん　ピーマン 506 21.3
コーンシューマイ②②③ とうふ　シューマイ ナムルドレッシング たけのこ　きくらげ　にんにく　しょうが 615 25.3
だいずもやしのナムル かたくりこ だいずもやし　こまつな　 819 32.2
たまごやき　　　ケチャップ ぎゅうにゅう　たまごやき ごはん　あぶら　マカロニ たまねぎ　にんじん　キャベツ 512 23.3
ABCスープ とりにく　ヨーグルト マッシュルーム　グリンピース　 597 26.7
ヨーグルト ベーコン 764 32.0

コーヒー ﾐｰﾄコロッケ　　ちゅうのうソース ぎゅにゅう　ﾐｰﾄコロッケ パン　あぶら　さとう キャベツ　きゅうり　にんじん 586 19.4
しろはなまめのポタージュ ツナ（まぐろ）　ひじき たまねぎ　グリンピース 697 22.5
ツナとひじきのサラダ ベーコン　しろはなまめ 885 27.5
ポークカレー ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　あぶら　じゃがいも たまねぎ　にんじん　もも 538 16.6
あわせるゼリー（アセロラゼリー） ジュレ グリンピース　にんにく 696 20.6
ふくじんづけ みかん　ナタデココ　ふくじんづけ 909 25.3
ハンバーグデミソース ぎゅうにゅう　ハンバーグ パン　あぶら　さとう たまねぎ　セロリ　にんじん 569 23.1
クラムチャウダー あさり　ベーコン　ハム じゃがいも　こむぎこ　バター キャベツ　きゅうり　レモン 662 26.2
ハムマリネ お祝いクレープ（中のみ） 873 33.4
ユーリンチー ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　かたくりこ ねぎ　にんにく　しょうが 487 22.0
はるさめスープ ぶたにく さとう　ごまあぶら　はるさめ こまつな　もやし　たまねぎ 622 27.6
もやしのちゅうかサラダ バンバンジードレッシング チンゲンサイ　にんじん ― ―
じゃがいものそぼろに ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　じゃがいも　さとう たまねぎ　にんじん　いんげん 488 19.1
なっとう なっとう　のり あぶら　かたくりこ ほうれんそう　もやし 623 24.4
いそかあえ 819 30.6
スパゲッティナポリタン ぎゅうにゅう　ウインナー パン　あぶら　オリーブオイル にんじん　たまねぎ　ピーマン 547 19.0
たこナゲット①②② たこナゲット　 スパゲッティ にんにく　キャベツ 652 23.2
キャベツサラダ　　お祝いクレープ（幼のみ） たまねぎドレッシング マッシュルーム 880 29.3
マスのみそマヨやき ぎゅうにゅう　マス　ちくわ ごはん　ノンエッグマヨネーズ にんじん　ごぼう　こんにゃく ― ―
ごもくきんぴら とりにく　とうふ　あぶらあげ あぶら　さとう　 れんこん　こまつな　たまねぎ 604 28.9
こまつなのみそしる ねぎ 787 35.9
キムチラーメンのスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく ちゅうかめん　あぶら　 しょうが　にんにく　にんじん ― ―
にくまん わかめ　のり　にくまん しおドレッシング もやし　たまねぎ　ねぎ　 682 27.8
チョレギサラダ はくさい　にら　キャベツ 794 32.5
とびうおフライ ぎゅうにゅう　ハム ごはん　あぶら　バター たまねぎ　にんじん　にんにく ― ―
とうふとたまごのスープ とびうおフライ　たまご ごまあぶら　かたくりこ グリンピース　マッシュルーム 647 29.7
いちごムース とうふ　とりにく ムース こまつな　 817 36.6
ハヤシライス ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　にんにく ― ―
コールスローサラダ チーズ バター　コーンドレッシング しょうが　キャベツ　とうもろこし 632 21.8
チーズ　　お祝いクレープ（小のみ） 825 26.8

◇行事、欠食等については各校のおたよりで確認をお願い致します。

令和2年度 3月         　　献立予定表 秩父市立荒川共同調理場

お　　か　　ず ｋcal ｇ

1 月 わかめごはん 牛乳

日 曜

献　　　　　　　　立 食　　品　　の　　働　　き

主　　食

火 牛乳

3 水 牛乳

2 ちらしずし

しょくパン

4 木 牛乳ごはん

5 金 牛乳じごなうどん

8 月 ごはん 牛乳

9 火 チキンライス 牛乳

10 水 こどもパン

11 木 ごはん 牛乳

牛乳

12 金 はちみつパン 牛乳

15 月 ごはん 牛乳

16 火 ごはん 牛乳

17 水 牛乳ツイストパン

18 木 ごはん 牛乳

23 火 ごはん 牛乳

19 金 牛乳

22 月 牛乳

ホットちゅうかめん

ピラフ

※材料の入荷等の都合により、献立の一部が変更になる場合もあります。ご了承下さい。

ごはんにのせてたべて

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。みなさんは、これまでの学校

生活でたくさんのことを学んできました。今後、自分自身で食べるものを選んだり

つくったりする機会が増えてきます。食べることを大切にし、元気に充実した毎日

を送ってください。

この１年間、「食」についていろいろなことをお伝えしてきました。みなさんもさまざまなことを学んできたことと思います。

１年間をふりかえって、今までに学んだことをこれからの生活に生かしていってください。


