
しゅしょく 牛乳 おかず

エネルギー

タンパク質

しょくひんのしゅるい

おもにからだをつくる おもにからだのちょうしを ととのえる おもに エネルギーになる

1 水

日 曜
こんだてめい

むぎごはん じゃがいものみそしる　クレープ なまあげ　ちくわ 牛乳 にんじん たまねぎ こめ　むぎ あぶら 684

ﾚﾊﾞｰ入りとりつくね(2) とりつくね こまつな きりぼしだいこん じゅやがいも

きりぼしだいこんのいりに あぶらあげ いんげん さとう　クレープ 20.3

1 水

2 木

むぎごはん にくどうふ ぶたにく 牛乳 にんじん たまねぎ　ねぎ こめ　むぎ あぶら 701

あじフリッター(２) とうふ ねぎ(あおいぶぶん) キャベツ　もやし さとう　しらたき

からしあえ あじフリッター ほうれんそう 27.1

2 木

3 金
じごなうどん わかめうどんつけじる ぶたにく 牛乳 にんじん　なのはな たまねぎ　ねぎ じごなうどん あぶら 625

ちくわのいそべあげ(２) なると　ちくわ わかめ ねぎ(あおいぶぶん) キャベツ こむぎこ

なのはなあえ　ひながし かつおぶし のり ほうれんそう ひながし 25.9

6

3 金

月
むぎごはん こまつなのみそしる あぶらあげ 牛乳　わかめ こまつな たまねぎ こめ　むぎ ﾉﾝｴｯｸﾞﾊｰﾌ 708

さけのマヨネーズやき ます チーズ にんじん だいこん パンこ　さとう ごま
だいこんとじゃこのｻﾗﾀﾞ　ｼｮｺﾗﾌﾞｯｾ ちりめんじゃこ パセリ きゅうり ショコラブッセ 26.5

6 月

7 火
むぎごはん かみなりじる ぶたにく 牛乳 にんじん たまねぎ　しいたけ こめ　むぎ あぶら 689

さんまのかばやき とうふ　たまご ねぎ(あおいぶぶん) ねぎ　キャベツ かたくりこ ごま

たくあんあえ さんま ほうれんそう たくあん(だいこん) さとう 25.1

8 水

7 火

ソフトフランスパン スパゲティナポリタン ウインナー 牛乳 にんじん たまねぎ ｿﾌﾄﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ あぶら 631

いちご てりやきミートボール(２) ミートボール ピーマン　トマト マッシュルーム いちごｼﾞｬﾑ アーモンド

　ジャム アーモンドあえ ほうれんそう キャベツ　もやし ﾏｶﾛﾆ　さとう 23.7

8 水

9 木
むぎごはん チキンカレー とりにく 牛乳　チーズ にんじん たまねぎ　セロリ こめ　むぎ あぶら 678

かいそうサラダ ツナ ひじき　かいそう トマト キャベツ　きゅうり じゃがいも ごま

フルーツヨーグルト ヨーグルト りんご　にんにく さとう 25.4

9 木

10 金
むぎごはん しげただじる とりにく 牛乳 にんじん ごぼう　だいこん こめ　むぎ あぶら 606

わふうフライドチキン フライドチキン わかめ キャベツ　 さといも　しらたまもち ごま

わかめとツナのあえもの ツナ きゅうり こんにゃく ごまあぶら 21.0

13 月

10 金

きなこあげパン ミネストローネ ベーコン 牛乳 にんじん たまねぎ　セロリ きなこあげパン あぶら 663

オムレツ ツナ ひじき トマト　パセリ キャベツ　きゅうり さとう

ほうれんそうサラダ オムレツ ほうれんそう にんにく じゃがいも 25.3

13 月

14 火

わかめごはん わんたんスープ ぶたひきにく 牛乳 にんじん もやし　きゅうり こめ　むぎ　ｾﾞﾘｰ ごま 675

とりにくのしおからあげ(２) とりにく わかめ ねぎ(あおいぶぶん) ねぎ　キャベツ わんたん　かたくりこ ごまあぶら

ちゅうかサラダ　あおりんごゼリー ハム はるさめ　さとう あぶら 24.8

むぎごはん あつあげのごもくに なまあげ　ぶたにく 牛乳 にんじん たまねぎ　たけのこ こめ　むぎ あぶら 681

あつやきたまご うずらのたまご きぬさや キャベツ　もやし さとう　かたくりこ

おひたし あつやきたまご ほうれんそう 28.1

16 木

14 火

15 水

むぎごはん わかめスープ ぶたにく 牛乳 にんじん　にら たまねぎ　ねぎ こめ　むぎ ごまあぶら 626

16 木 ぶたキムチ わかめ ねぎ(あおいぶぶん) キャベツ　もやし ごま16 木

ヨーグルト ヨーグルト こまつな キムチ 22.6

17 金

16 木

ホットちゅうか みそラーメンつけじる ぶたにく 牛乳 にんじん　かぼちゃ たまねぎ　キャベツ ホットちゅうか あぶら 691

17 金 かぼちゃコロッケ ハム ねぎ(あおいぶぶん) もやし　きゅうり　ｺｰﾝ さとう ごま17 金

だいずもやしのナムル ほうれんそう ねぎ　だいずもやし ごまあぶら 24.9

17 金

20 月 ふりかえきゅうじつ20 月 ふりかえきゅうじつ

21

20 月 ふりかえきゅうじつ

火

むぎごはん だいこんのみそしる あぶらあげ 牛乳 にんじん だいこん　ねぎ こめ　むぎ あぶら 599

21 火 あじフライ　パックソース あじフライ わかめ ねぎ(あおいぶぶん) キャベツ　コーン さとう ごまあぶら21 火

こまつなあえ こまつな 21.4

22 水

21 火

こどもパン マカロニスープ ベーコン 牛乳 にんじん たまねぎ　キャベツ こどもパン　さとう あぶら 697

22 水 ケチャップハンバーグ ハンバーグ トマト カリフラワー じゃがいも　ﾏｶﾛﾆ ﾉﾝｴｯｸﾞﾊｰﾌ22 水

つぼみサラダ　お祝いデザート ブロッコリー コーン　りんご おいわいﾃﾞｻﾞｰﾄ 22.2

22 水

　今年度も最終月を迎えました。
給食最終日まで、給食センター職員一
同、安全で美味しい給食を提供できる
よう、心を込めて作っていきます。
　また、皆様には給食にご理解とご協
力を頂きまして大変ありがとうござい
ました。
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 ３月3日(金)  

ひな祭りです♪      

ひなあられを出します 

※ 材料の入荷の都合により、多少献立を変更する場合がありますのでご了承ください。 

                              給食回数・・・１５回 

 ３月２２日(水)     

卒業＆進級お祝いデザート 

出します。お楽しみに♪ 

MILK 

６－１ 

リクエスト 

６－２ 

リクエスト 

さくら 

リクエスト 

１－２ 

リクエスト 

１年間ありがとうございました 




