
　しゅ　　　　しょく ぎゅうにゅう

主　　食 牛乳

さぬきうどんのしる 牛乳　とりにく うどん　あぶら　さとう にんじん　ねぎ　しょうが

いかのてんぷら あぶらあげ　なると ごま　こむぎこ キャベツ　ほうれんそう

ごまあえ わかめ　いか　たまご でんぷん

チキンカレー 牛乳　とりにく ごはん　じゃがいも たまねぎ　にんじん　もも

あわせるゼリー（はちみつレモン） かたくちいわし あぶら　はちみつ にんにく　しょうが　レモン

パリッシュ さとう　こむぎこ パイン　みかん

でんぷん

にくどんのぐ 牛乳　ぶたにく ごはん　さとう　あぶら たまねぎ　にんじん　いんげん

しろみざかなフリッター② かまぼこ　たら ごま　こむぎこ しらたき　しょうが　なのはな

なのはなあえ おきあみ　のり でんぷん　こめこ ほうれんそう　キャベツ

とうもろこし

あつあげのチャオサイ 牛乳　わかめ ごはん　あぶら キャベツ　たまねぎ

だいずもやしのナムル（ナムルドレッシング） ぶたにく　なまあげ さとう　でんぷん にんじん　たけのこ

おいわいいちごゼリー とうにゅう　だいずこ しょうが　こまつな

だいずもやし　いちご

とうにゅうコーンポタージュ 牛乳　ベーコン パン　じゃがいも たまねぎ　とうもろこし

バーベキューソースにこみハンバーグ とうにゅう　とりにく あぶら　コーンスターチ りんご　にんにく　にんじん

キャベツサラダ（イタリアンドレッシング） ぶたにく マーガリン　でんぷん キャベツ　トマト

さとう

マーボーどうふ 牛乳　ぶたにく ごはん　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　にら

ちゅうかサラダ（ちゅうかドレッシング） とうふ　ヨーグルト でんぷん　ごまあぶら たけのこ　しいたけ

ヨーグルト にんにく　しょうが

こまつな　キャベツ　ねぎ

にくじゃが 牛乳　ぶたにく ごはん　じゃがいも たまねぎ　にんじん

モウカのさいきょうあげ モウカ　のり あぶら　さとう いんげん　しらたき

いそかあえ でんぷん ほうれんそう　キャベツ

やきそば 牛乳　ぶたにく パン　めん　あぶら キャベツ　たまねぎ

ウインナーのケチャップソース のり　ウインナー さとう にんにく　しょうが　レモン

コーンサラダ（コーンクリーミードレッシング） ほうれんそう　とうもろこし

にんじん　プルーン

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 ひろしまな　たまねぎ　ねぎ

かんこくふうとりにくのてりやき とりにく　のり さとう　ごま にんじん　いんげん

チョレギサラダ（しおドレッシング） わかめ ごまあぶら　あぶら しょうが　にんにく　レモン

ABCマカロニスープ 牛乳　ベーコン パン　マカロニ キャベツ　たまねぎ

ぶたヒレカツ（ちゅうのうソース） ぶたにく　ひじき じゃがいも　ごま にんじん　ごぼう

ごぼうサラダ（ごまドレッシング） パンこ　こむぎこ れんこん

あぶら　さとう

みそラーメンのスープ 牛乳　ぶたにく めん　はるさめ キャベツ　もやし　にんじん

あげぎょうざ② とりにく あぶら　ごまあぶら たまねぎ　にんにく

バンバンジーサラダ さとう　でんぷん しょうが　きゅうり

こむぎこ

はっぽうさい 牛乳　ぶたにく ごはん　あぶら はくさい　たまねぎ　ねぎ

くろぶたニラまんじゅう② いか　たまご でんぷん　ごまあぶら にんじん　しいたけ　にら

こまつなのナムル えび　だいずこ ごま　コーンスターチ しょうが　にんにく　こまつな

さとう　こむぎこ だいずもやし　キャベツ

すましじる 牛乳　あぶらあげ ごはん　さとう　あぶら たけのこ　しいたけ

さばのしょうがじょうゆやき とりにく　わかめ にんじん　こまつな

あおりんごゼリー はんぺん　さば しょうが　りんご

カレービーンズ 牛乳　ぶたにく パン　じゃがいも たまねぎ　にんじん　りんご

オムレツ だいず　たまご さとう　あぶら にんにく　しょうが　トマト

おんやさいサラダ（イタリアンドレッシング） こむぎこ　バター キャベツ　ほうれんそう

でんぷん

◆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。
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28 水 たけのこごはん 牛乳 690 29.7

30 金 ツイストパン 牛乳 662

32.6

26 月 ちゅうかめん 牛乳 654 26.2

27 火 ごはん 牛乳 657

25.2

22 木 ひろしまなめし 牛乳 634 27.7

23 金 バターロール 牛乳 663

28.0

20 火 ごはん 牛乳 682 27.3

21 水
コッペパン
スライス

牛乳 661

牛乳 686 30.4

19 月 ごはん 牛乳 615 25.5

16 金 はちみつパン 牛乳 641 23.9
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12 月 じごなうどん 牛乳 686 29.7
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　 入学・進級おめでとうございます！

　　　新年度が始まり、色とりどりの花が咲いて、春を感じられるようになってきました。
　　　４月は新しい生活がスタートする月です。
　　　新しい環境で過ごす１年を楽しみにしている人が多いと思います。でも環境が変わると疲れが出やすくなってきます。
　　　好き嫌いをしないで給食を残さず食べて、体調を整えましょう。

13 火 ごはん 牛乳 671 23.8

15 木
わかめ

むぎごはん
牛乳 626 23.2

14 水 ごはん

※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

※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。

今年度もおいしく安全な給食を食べてもらえるよう

に、調理場職員一同、一生懸命がんばります。

そして給食を通して皆さんが更に大きく成長できる

よう、協力していきたいと思います。

今年度もよろしくお願いします！


