
エネルギー たんぱく質

kcａI ｇ

牛乳 ●牛乳

コッペパンスライス パン　 687 23.1

ソースやきそば ぶた肉　青のり ちゅうかめん　油 にんじん　もやし　キャベツ　ピーマン

ツナサンド ツナ ノンエッグマヨネーズ きゅうり　玉ねぎ　コーン 827 27.5

フルーツポンチ さとう　サイダー ●パイン缶●おうとう缶　ﾚﾓﾝ・ｵﾚﾝｼﾞｲﾁｺﾞ果汁　　

牛乳 ●牛乳

ごはん　 米 662 25.6

さけパッパ さけ ごま  さとう　油

とりにくのからあげ（２こ） とり肉 片栗粉　油 ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ　レモンじる

じゃがいもと玉ねぎのみそしる 油あげ　わかめ　みそ じゃが芋 にんじん　玉ねぎ 807 29.7

いそのかあえ のり　じゃこ ほうれんそう　もやし　キャベツ

牛乳 ●牛乳

ドライカレーピラフ とり肉　だいず 米　米粒麦　油 にんじん　玉ねぎ　いんげん　ニンニク 637 23.9

ほうれんそうチーズオムレツ ●たまご　●チーズ さとう　油　でんぷん ほうれん草

こめこﾏｶﾛﾆいりコーンスープ ウィンナー　とうにゅう ●米粉ﾏｶﾛﾆ ｵﾘｰﾌﾞ油　片栗粉 にんじん 玉ねぎ セロリー ブロッコリー コーン 782 28.7

オレンジ オレンジ
牛乳 ●牛乳
じごなうどん じごなうどん 664 25.0
さんさいうどんじる ぶた肉　かまぼこ　油あげ さんさいみずに　ながねぎ
きなこだんご（小５こ　中６こ） きなこ ●しらたまだんご　さとう 792 29.4
なのはなときゃべつのごまあえ みそ ごま　さとう なのはな　キャベツ　にんじん　
牛乳 ●牛乳
ごはん　 米 641 22.6
えびカツレツ えび　すりみ パン粉　でんぷん　油 玉ねぎ
かきたまじる ●たまご　とうふ 片栗粉　 たまねぎ　ほうれんそう　えのき --- ---
きりぼしだいこんのにもの ぶた肉　さつまあげ さとう　油 きりぼしだいこん　にんじん　こんにゃく　ｲﾝｹﾞﾝ
牛乳 ●牛乳
こどもパン パン 641 26.4
わんたんスープ とり肉 わんたん　ごま油 にんじん　長ねぎ　もやし　チンゲンサイ　ｼｮｳｶﾞ
ハンバーグ（ケチャップソース） とり肉　ぶた肉 油　さとう　片栗粉 玉ねぎ　トマト 816 33.2
ミックスポテト . じゃが芋　油　マーガリン 玉ねぎ　コーン　えだまめ

牛乳 ●牛乳

むぎごはん 米　米粒麦 671 23.9

チキンカレー とり肉 じゃが芋　油 にんじん　玉ねぎ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ

キャベツハムサラダ ハム ｺｰﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ キャベツ　きゅうり　コーン 832 29.2

おいわいいちごゼリー とうにゅう　 油　さとう ●いちご

牛乳 ●牛乳

ごはん 米 630 25.9

ごまふりかけ カツオブシ ごま　さとう

さばのみそに さば　みそ さとう 793 32.7

こんさいじる ぶた肉　油あげ　みそ ごま油 にんじん　だいこん　ごぼう　長ねぎ

おかかあえ カツオブシ さとう こまつな　はくさい

牛乳 ●牛乳

チャーハン ぶた肉　●たまご 米　さとう　油　ねぎ油 玉ねぎ　長ねぎ　ショウガ　グリンピース 622 22.7

ミートコロッケ ぶた肉 じゃが芋　小麦粉 ﾊﾟﾝ粉 油 玉ねぎ

わかめスープ とり肉　なると　わかめ 春雨　ごま油 にんじん　長ねぎ　 794 28.3

レモンづけ さとう たくあん　キャベツ　きゅうり
牛乳 ●牛乳
むぎごはん 米　米粒麦 669 26.2
とうふのチリソースに とうふ　ぶた肉 さとう　ごま油　油　片栗粉 にんじん 玉ねぎ ピーマン ﾎｼｼｲﾀｹ ﾄﾏﾄ ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ
ポークしゅーまい（２こ） ぶた肉　とり肉 小麦粉 玉ねぎ 805 31.0
もやしのナムル さとう　ごま油　ごま もやし　ほうれん草
コーヒー牛乳 ●牛乳 さとう
ツイストパン パン 649 27.8
クラムチャウダー あさり　ベーコン　●牛乳 じゃが芋　小麦粉油●バター にんじん　玉ねぎ　パセリ
とりにくのパンこやき とり肉 ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞｵﾘｰﾌﾞ油パン粉 ニンニク　バジル 824 34.2
つぼみサラダ わふうドレッシング ブロッコリー　カリフラワー　コーン

牛乳 ●牛乳

たけのこごはん とり肉　油あげ 米　さとう　油 にんじん　たけのこ　えだまめ 628 26.9

さわらのごまだれがけ さわら　みそ でんぷん　油　さとう　ごま

こうはくはんぺんのすましじる はんぺん　とうふ　わかめ だいこん　みずな　ﾎｼｼｲﾀｹ 773 32.8

あまなつみかんゼリー さとう あまなつみかん

牛乳 ●牛乳

なめし 米 だいこんな 678 25.0

にくじゃが ぶた肉 じゃが芋　さとう　油 にんじん　玉ねぎ　しらたき　グリンピース

さかながたかまぼこ（１まい） すりみ 米油　●米粉 コーン　えだまめ 821 30.0

ごぼうサラダ ツナ ごまドレッシング ごぼう　キャベツ　にんじん
牛乳 ●牛乳
ちゅうかめん ちゅうかめん　 にんじん　れんこん　いんげん 676 25.3
みそラーメンじる ぶた肉　みそ 油 にんじん 玉ねぎ キャベツ 長ねぎ ﾒﾝﾏ ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ
まっちゃチョコむしパン とうにゅう　 ｹｰｷﾐｯｸｽさとう油●チョコ まっちゃ 821 30.3
あおなとしめじのソテー ちくわ 油　ごま油 こまつな　しめじ　コーン

＊都合により、献立の内容が変更になる場合があります。

　　　　　     ★給食費の振り替えは毎月12日です。残高のご確認をお願いします。

火9

献　　立　　名日 曜

水

金12

10

11 木

18 木

22 月

　      学 校 給 食 献 立 予 定 表　　　横瀬町学校給食調理場
　

平成 31年  4 月

使　用　す　る　食　品　と　働　き　　●今年度アレルギー対応食品

おもに体の調子を
ととのえる食品（緑）

栄　　養　　価

おもにエネルギーの
もとになる食品（黄）

血･肉･骨などおもに
体をつくる食品（赤）

19

15 月

16 火

17 水

金

26 金

火

24 水

25

23

木

・小学校給食開始（２～６年生） ４月９日（火）

（１年生） ４月１６日（火）

・中学校給食開始 ４月９日（火）

中学校開校記念日 ４月１５日（月）

いいよいよ新年度が始まりました。今年度も、成長期の皆さんの
心と体の健康を支えるため、安心・安全で、栄養バランスのとれ

たおいしい給食を提供していきたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。


