
　しゅ　　　　しょく ぎゅうにゅう

主　　食 牛乳

とうふのちゅうかに 牛乳　とうふ　ぶたにく ごはん　あぶら たまねぎ　キャベツ　にんじん

くろぶたさといもパオズ② とりにく　だいずこ でんぷん　ごまあぶら ピーマン　たけのこ　きくらげ　ねぎ

だいずもやしのナムル（ナムルドレッシング） さとう　ごま　さといも しょうが　にんにく　だいずもやし

パンこ　こむぎこ ほうれんそう　こんにゃく

はなふのすましじる 牛乳　とりにく　ちくわ ごはん　あぶら　さとう にんじん　ごぼう　れんこん

さわらのたつたあげ あぶらあげ　わかめ ふ　でんぷん たけのこ　しいたけ　こまつな

ひなまつりゼリー さわら　とうにゅう もも　りんご

だいずこ

オニオンスープ 牛乳　ベーコン パン　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん

ビッグにくだんご② とりにく　ぶたにく パンこ　でんぷん チンゲンサイ　ブロッコリー

カリフラワーサラダ（イタリアンドレッシング） カリフラワー　トマト

ビーフカレー 牛乳　ぎゅうにく ごはん　じゃがいも たまねぎ　にんじん　にんにく

あわせるゼリー（アセロラ） あぶら　さとう しょうが　なす　アセロラ　もも　

ふくじんづけ でんぷん　こむぎこ ナタデココ　りんご　みかん

しそ　だいこん　きゅうり　れんこん

ナポリタンスパゲティー 牛乳　ハム　たこ　いか パン　スパゲティー たまねぎ　にんじん　ピーマン

たこナゲット② たちうお　だいずこ あぶら　バター　さとう にんにく　キャベツ

キャベツサラダ（たまねぎドレッシング） こむぎこ　でんぷん ねぎ　ゆず

おかめうどんのしる 牛乳　とりにく うどん　あぶら ねぎ　にんじん　ほうれんそう

こまつなのじゃこいため あぶらあげ　かまぼこ じょうしんこ　さとう たけのこ　しいたけ　こまつな

きなこだんご⑤ きなこ　ちりめんじゃこ とうもろこし

じゃがいものみそしる 牛乳　あぶらあげ ごはん　じゃがいも たまねぎ　にんじん　いんげん

さばのみそに わかめ　さば　ひじき ごま　さとう　でんぷん ごぼう　れんこん　まっちゃ

ごぼうサラダ（ごまドレッシング） のり　かつおぶし あぶら

あつあげのごもくに 牛乳　わかめ　なまあげ ごはん　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　たけのこ

すりみチーズロール ぶたにく　たまご　たら ごま　でんぷん もやし　たくあん

たくあんあえ チーズ ほうれんそう

コンソメスープ 牛乳　とりにく ごはん　あぶら たまねぎ　にんじん　キャベツ

うすやきたまご（ケチャップ） ベーコン　たまご でんぷん　さとう マッシュルーム　いちご

いちごゼリー グリーンピース

ABCマカロニスープ 牛乳　ベーコン　ハム パン　マカロニ はくさい　たまねぎ　にんじん

にこみハンバーグ とりにく　ぶたにく じゃがいも　あぶら りんご　キャベツ　きゅうり

ハムのマリネ さとう　でんぷん レモン　にんにく　しょうが

じゃがいものそぼろに 牛乳　とりにく ごはん　じゃがいも たまねぎ　にんじん　いんげん

このはかまぼこのみりんやき② かまぼこ　のり さとう　あぶら ほうれんそう　キャベツ

いそかあえ でんぷん

さわにわん 牛乳　とりにく ごはん　あぶら　さとう にんじん　しょうが　だいこん

とびうおフライ あぶらあげ　ぶたにく でんぷん　パンこ ごぼう　しいたけ　たけのこ

いちごのムース とびうお こむぎこ いちご　レモン

ポトフ 牛乳　ぶたにく パン　じゃがいも キャベツ　たまねぎ　にんじん

とりにくのこうそうやき とりにく バター　あぶら　さとう ブロッコリー　とうもろこし

ゆでやさいサラダ（イタリアンドレッシング） ごま トマト　パセリ　にんにく

やさいのみそしる 牛乳　なまあげ　ます ごはん　じゃがいも ひろしまな　だいこん　ねぎ

ますのみそマヨやき ぶたにく　ちくわ あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　ごぼう

ごもくきんぴら だいずこ れんこん　こんにゃく　レモン

しろはなまめのポタージュ 牛乳　ベーコン パン　じゃがいも たまねぎ　にんじん　パセリ

くろぶたコロッケ（ちゅうのうソース） しろはなまめ　まぐろ あぶら　バター　さとう キャベツ　きゅうり

ツナとひじきのサラダ ひじき　ぶたにく パンこ　こむぎこ

でんぷん

キムチラーメンのスープ 牛乳　ぶたにく　わかめ めん　あぶら　ごま キムチ　はくさい　にんじん

さいのくににくまん のり こむぎこ　さとう にら　にんにく　しょうが

チョレギサラダ（しおドレッシング） パンこ　ごまあぶら ねぎ　キャベツ　こんにゃく

でんぷん たまねぎ　しいたけ　レモン

やさいスープ 牛乳　とりにく ごはん　バター　あぶら たまねぎ　にんじん　ピーマン

あじフリッター② ベーコン　あじ こむぎこ　でんぷん マッシュルーム　にんにく

おいわいケーキ おきあみ　のり　たまご さとう　こめこ キャベツ　チンゲンサイ

いちご

◆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があります。

◆給食に関係する行事については、各学校のおたよりで確認してください。

23 火 ピラフ 牛乳 706 25.5

22 月 ちゅうかめん 牛乳 654 25.2

19 金
コッペパン
スライス

牛乳 680 23.6

18 木 ひろしまなめし 牛乳 620 30.0

17 水 フラワーロール 牛乳 667 30.6

16 火 こぎつねごはん 牛乳 685 29.7

15 月 ごはん 牛乳 617 23.1

12 金 メロンパン 牛乳 665 24.7

11 木 チキンライス 牛乳 654 22.0

10 水
わかめ

むぎごはん
牛乳 676 29.7

9 火
ごはん

（のりふりかけ）
牛乳 663 26.2

8 月 じごなうどん 牛乳 647 28.5

火 ちらしずし 牛乳 672 28.2

5 金 はちみつパン
コーヒー

牛乳
650 21.1

4 木 ごはん 牛乳 718 22.1

 桃の節句

３月３日は、「桃の節句」とも「上巳の節句」とも呼ばれ、女の子の健やかな成長と幸せを願う日です。ひな人形を飾
る風習は、室町時代頃に始まり、一般に広まったのは、明治時代以降といわれています。それまでは、厄をはらうため
の紙の人形だったといわれています。桃の節句につくられる行事食には、はまぐりのお吸い物やひしもち、ちらし寿司
などがあります。

卒業・進級おめでとうございます！

中学校や新しい学年になっても、給食をしっかりと食べて病気に負けない体をつくり、
楽しく充実した学校生活を送ってください。

1 月 ごはん 牛乳 650 28.9
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3 水 ココアあげパン 牛乳 690 24.0

2

※地粉うどん、中華めんの製造工場においては、卵、そばを含む製品を

製造しています。

※地粉うどん、中華めんの製造工場においては、卵、そばを含む製品を

製造しています。

セルフオムライス

たまごやきを

チキンライス

に


