
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
たけのこのうまに ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　じゃがいも　さとう たけのこ　にんじん　こんにゃく 551 24.8
かつおフライ　ちゅうのうソース ちくわ　かつお　のり あぶら　ゼリー ほうれんそう　もやし　 650 28.0
いそかあえ　クリームソーダゼリー 836 34.8
ポークビーンズ ぎゅうにゅう　だいず　ベーコン パン　じゃがいも　さとう にんにく　たまねぎ　にんじん 511 21.2
わかさぎフリッター②②③ ぶたにく　チーズ　わかさぎ あぶら　しおドレッシング ピーマン　トマト　キャベツ 611 24.7
ゆでやさいサラダ ほうれんそう 808 31.4
あじフライ　　　ちゅうのうソース ぎゅうにゅう　あじ　たまご ごはん　あぶら　かたくりこ　 たまねぎ　こまつな　にんじん 523 21.7
かきたまじる ごま だいこんづけ　ほうれんそう　 616 23.8
たくあんあえ もやし 803 28.9
ジャーチャンとうふ ぎゅうにゅう　ぶたにく わかめごはん　さとう　あぶら しょうが　にんにく　にんじん 545 23.3
ちゅうかサラダ なまあげ　 かたくりこ　ごまあぶら　 しいたけ　たけのこ　ねぎ 671 28.1
マンゴプリン ちゅうかドレッシング　マンゴプリン ピーマン　こまつな　キャベツ 871 34.9
ワンタンスープ ぎゅうにゅう　きなこ　とりにく パン　あぶら　ごまあぶら りょくちゃ　もやし　ほうれんそう 543 21.8
ウインナーのたまごまき ウインナーのたまごまき さとう　ワンタン　 ねぎ　にんじん　ブロッコリー　 631 25.3
はなやさいサラダ イタリアンドレッシング カリフラワー　とうもろこし 781 30.7
じゃがいものカレーに 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　こんにゃく 519 21.3
なっとう なっとう　 あぶら　ごま グリンピース　きりぼしだいこん 631 24.4
きりぼしだいこんのごまあえ こまつな 830 30.7
さぬきうどんのしる ぎゅうにゅう　とりにく うどん　あぶら　ごまあぶら ねぎ　にんじん　しょうが 568 22.8
いかのてんぷら なると　あぶらあげ　いか さとう こまつな　キャベツ　とうもろこし 632 26.3
こまつなあえ わかめ 776 32.4
すきやきふうに ぎゅうにゅう　ぶたにく　とうふ ごはん　あぶら　さとう しらたき　にんじん　はくさい 498 23.3
すりみチーズロール すりみチーズロール たまねぎ　ねぎ　キャベツ 644 30.5
ゆかりあえ こまつな　もやし　ゆかりこ（しそ） 841 38.2
モウカのたつたあげ ぎゅうにゅう　ぶたにく　とうふ ごはん　さとう　あぶら しょうが　ごぼう　にんじん 544 24.2
わかたけじる かまぼこ　わかめ　モウカ グリンピース　たけのこ　ねぎ 645 28.0
パインスティック パインアップル 823 34.4
ポテトのベーコンに ぎゅうにゅう　ベーコン　チーズ パン　ジャム　じゃがいも たまねぎ　にんじん　パセリ 531 20.3
たこナゲット幼①小②中③ たこナゲット 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 667 26.4

いちごジャム グリーンサラダ ブロッコリー　えだまめ 867 33.7
しろみざかなのねぎしおソース ぎゅうにゅう　ぶたにく　とうふ ごはん　あぶら　かたくりこ ねぎ　にんにく　レモン　 445 23.7
とんじる しろみざかな（メルルーサ） ごまあぶら　さといも にんじん　ごぼう　キャベツ 633 28.5
しおこんぶあえ あぶらあげ　こんぶ こまつな 838 36.5
スパゲッティミートソース ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　スパゲッティ たまねぎ　にんじん　ピーマン 542 20.9
コーンサラダ ヨーグルト あぶら　コーンドレッシング にんにく　キャベツ　とうもろこし 663 24.8
ヨーグルト 845 30.7
わふうハンバーグきのこソース ぎゅうにゅう　ハンバーグ ごはん　あぶら　さとう ねぎ　しめじ　えのきたけ 550 23.6
こまつなのじゃこいため ちりめんじゃこ　わかめ かたくりこ　じゃがいも こまつな　にんじん　とうもろこし 650 26.4
じゃがいものみそしる あぶらあげ キャベツ　たまねぎ　いんげん 856 33.3
とうふのちゅうかに ぎゅうにゅう　とうふ　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 540 25.8
ポークシュウマイ幼小②中③ いか　えび　シュウマイ ごまあぶら　かたくりこ　はるさめ いんげん　しいたけ　にんにく 650 30.1
はるさめサラダ バンバンジードレッシング しょうが　もやし　キャベツ 872 38.6
ハムカツ ぎゅうにゅう　ハムカツ パン　あぶら　 たまねぎ　にんじん　キャベツ 543 19.0
オニオンスープ ベーコン　 コーンドレッシング マッシュルーム　とうもろこし 657 22.6
キャベツサラダ 818 27.6
チキンカレー 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 532 19.4
あわせるゼリー（はちみつレモン） チーズ ゼリー　 グリンピース　おうとう　みかん 685 23.4
かたぬきチーズ パイン 886 28.4
しょうゆラーメンのスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく　なると ちゅうかめん　あぶら　 しょうが　にんにく　もやし　ねぎ ― ―
あげぎょうざ幼小②中③ ぎょうざ ごまあぶら　ナムルドレッシング メンマ　にんじん　ほうれんそう　　 642 27.8
だいずもやしのナムル とうもろこし　だいずもやし　こまつな 796 34.1
すきこんぶのにもの ぎゅうにゅう　なまあげ ごはん　あぶら　さとう にんじん　しいたけ　こんにゃく 566 26.2
サバのしょうがに こんぶ　とりにく　サバ キャベツ　ほうれんそう 662 29.4
おひたし 884 37.8
ぶたキムチ ぎゅうにゅう　ぶたにく　たまご ごはん　あぶら　さとう　ごま しょうが　にんにく　キャベツ　 515 21.9
あつやきたまご なまあげ　わかめ　のり しおドレッシング はくさいキムチづけ　にんじん　 646 26.8
チョレギサラダ にら 848 33.3

◇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。
◇材料の入荷等の都合により、献立が変更になる場合があります。ご了承下さい。

30 月 ごはん 牛乳

31 火
はつがげんまい

いりごはん 牛乳

27 金 ホットちゅうかめん牛乳

24 火 ごはん 牛乳

25 水 こどもパン 牛乳

23 月 ごはん 牛乳

26 木 ごはん 牛乳

19 木 ごはん 牛乳

20 金 フラワーロール 牛乳

17 火 そぼろごはん 牛乳

18 水 しょくパン 牛乳

13 金 じごなうどん 牛乳

16 月 ごはん 牛乳

11 水
おちゃいり

きなこあげパン
牛乳

12 木 ごはん 牛乳

9 月 ごはん 牛乳

10 火 わかめごはん 牛乳

2 月 ごはん 牛乳

6 金 はちみつパン 牛乳
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朝ごはん大切なエネルギー源

朝ごはんは、とても大切なものです。わたしたち

は寝ている間もエネルギーを使っているので、朝起

きた時は、エネルギーが少なくなっています。朝ご

はんを食べることで、脳と体を目覚めさせて体温が

上がり、午前中に勉強したり活動したりするエネル

ギーを補給することができます。朝ごはんを食べる

ためには、早起きをして時間にゆとりを持つことが

大切です。

エネルギーのもとになる

ごはん・パン・めん

ごはんやパン、めんには、エネルギーのも

とになる炭水化物が多く含まれています。毎

日を元気にすごすため、エネルギー源になる

食品をしっかりとることが大切です。


