
吉川学校給食共同調理場

牛乳 ぶたにく たまねぎ もやし　 こめ むぎ
とうふ あぶらあげ にんじん ピーマン
みそ えのき ねぎ

しょうが
牛乳 とりにく たまねぎ グリンピース こめ むぎ
ヨーグルト にんじん にんにく じゃがいも あぶら

りんご　キャベツ ブロッコリー さとう
とうもろこし アスパラ

牛乳 ぶたにく たまねぎ にんじん こめ むぎ
とうふ わかめ たけのこ しいたけ ごまあぶら さとう
あつあげ みそ しょうが グリンピース ふ じゃがいも

えのき ねぎ

牛乳 さけ きゅうり さといも こめ あぶら
とうふ たまご だいこん ごぼう ごま さとう
イカナゲット しいたけ ねぎ こんにゃく ごまあぶら

ミニ紅白大福
牛乳 とりにく たまねぎ にんじん うどん おにまん
かまぼこ あぶらあげ えのき ねぎ さとう
わかめ かつおぶし もやし ほうれんそう

牛乳 ちくわ だいこん にんじん こめ むぎ
のり ぶたにく ごぼう さといも こむぎこ あぶら
あぶらあげ みそ ねぎ　　 こんにゃく
なっとう
牛乳 ぎゅうにく たまねぎ にんじん コッペパン じゃがいも
ハム ブロッコリー にんにく あぶら さとう

キャベツ きゅうり ビーフシチューのもと

18 (木) 牛乳 ししゃも もやし キャベツ こめ むぎ
かつおぶし ひらてん こまつな グリンピース さとう こんにゃく

しいたけ にんじん じゃがいも
ごぼう

牛乳 とりつくね れんこん にんじん こめ でんぷん
ぶたにく あぶらあげ いんげん たけのこ ごまあぶら さとう

だいこん ごぼう
ねぎ　しょうが オレンジ

牛乳 ぶたにく たまねぎ にんにく 中華めん ごまあぶら
なると とりささみ にんじん ほうれんそう さとう ごま

もやし キャベツ 一口ゼリー
ねぎ　 しょうが

牛乳 とりにく にんじん たまねぎ こめ むぎ
みそ たまご しょうが りんご　しめじ じゃがいも あぶら

キャベツ アスパラ さとう
とうもろこし ほうれんそう

牛乳 ツナ キャベツ とうもろこし こくとうパン あぶら
イカ ベーコン たまねぎ ブロッコリー コロッケ じゃがいも

にんじん きゅうり

牛乳 わかめ たまねぎ にんじん こめ むぎ
ぶたにく パリッシュ ごぼう ねぎ　 こんにゃく さとう

しょうが キャベツ
もやし

26 (金) 牛乳 あかうお しょうが ねぎ こめ でんぷん
みそ ちりめん たまねぎ キャベツ あぶら さとう
ちくわ にんじん こまつな マヨネーズ ムース 28.3

えのき

体をつくるもとになる(赤) 体の調子を整えるもとになる(緑) エネルギーのもとになる(黄)

給食予定献立表

日　付 こ　　ん　　だ　　て　　め　　い
お　　も　　な　　ざ　　い　　り　　ょ　　う ｴﾈﾙｷﾞｰ

(kcal)
ﾀﾝﾊﾟｸ(g)

9 (火)

むぎ ぎゅうにゅう ぶたにく いた

麦ごはん　　牛乳　　豚肉のしょうが炒め
み そ し る

味噌汁

665

28.5

10 (水)

ぎゅうにゅう

カレーライス　　牛乳　　　グリーンサラダ

ヨーグルト

751

27.0

11 (木)

ぎゅうにゅう

わかめごはん　　牛乳
あ つ あ や さ い に じる

厚揚げと野菜のみそ煮       すまし汁

661

28.0

12 (金)
663

ず し ぎゅうにゅう

サラダ寿司　　牛乳　　イカナゲット
じる こうはくだいふく

けんちん汁　　ミニ紅白大福 25.7

15 (月)

ぎゅうにゅう

わかめうどん　　牛乳　　おひたし

おにまん

639

24.6 

16 (火)

むぎ ぎゅうにゅう い そ べ あ

麦ごはん　　牛乳　　ちくわの磯辺揚げ
とんじる なっとう

豚汁　　納豆

706

31.1 

17 (水)

ぎゅうにゅう

コッペパン　　牛乳　　　ビーフシチュー

ハムマリネサラダ

634

23.2

むぎ ぎゅうにゅう や

麦ごはん　　牛乳　　　焼きししゃも
う め あ や さ い に

もやしの梅和え　　野菜のうま煮

595

23.5

19 (金)

さくら ぎゅうにゅう と り

桜ごはん　　牛乳　　　鶏つくね
さ わ に わん

沢煮椀　　オレンジ

591

22.4

22 (月)

ぎゅうにゅう

しょうゆラーメン　　牛乳　　バンバンジーサラダ
ひとくち

一口ゼリー

613

30.1

23 (火)

むぎ ぎゅうにゅう と り

麦ごはん　　牛乳　　鶏のBBQソースかけ
や さ い

野菜ソテー　　たまごスープ

637

28.3

24 (水)

こ く と う ぎゅうにゅう

黒糖パン　　牛乳　　コロッケ

イカとツナのサラダ　　クリームスープ

629

24.4

25 (木)

ぶたどん ぎゅうにゅう す もの

豚丼　　牛乳　　酢の物

パリッシュ

594

24.4

ちゃめし ぎゅうにゅう さかな

茶飯　　牛乳　　　魚のあんかけ
あ や め ち ゃ

ちくわとキャベツのみそマヨ和え　八女茶ムース

714

入学・進級お祝い献立

カミカミ献立

お花見献立

八十八屋献立


