
赤の食品群 緑の食品群 黄の食品群
血や肉・骨を作る 体の調子を整える 熱や力のもとになる

牛乳 ひなあられ

① 卵　のり
にんじん　れんこん　干ししいたけ
たけのこ　かんぴょう　さやえんどう

米　砂糖

鶏肉の照り焼き② ② 鶏肉 しょうが 砂糖　ごま　かたくり粉

塩こんぶ和え③ ③ こんぶ キャベツ　きゅうり　にんじん ごま

麩のすまし汁④ ④ 干ししいたけ　ほうれん草　ねぎ 麩

ひなあられ

牛乳 米　麦　強化米

とんかつ① ① 豚肉　卵　 小麦粉　パン粉　油　ソース

せんキャベツ② ② キャベツ　

マカロニサラダ③ ③ ハム きゅうり　にんじん　コーン マカロニ　マヨネーズ

豆腐のみそ汁④ ⑤ 豆腐　わかめ　みそ ねぎ

牛乳 ミニトマト 米　麦　強化米

さばのみそ煮① ① さば　みそ しょうが 砂糖

大根きんぴら② ② 豚肉　 大根　にんじん　ごぼう　いんげん 油　砂糖

じゃがいものみそ汁③ ③ みそ えのき　ねぎ じゃがいも

ミニトマト

牛乳

① 焼き豚　卵
玉ねぎ　にんじん　干ししいたけ
ねぎ　グリンピース

米　麦　強化米
オイスターソース　油

華風和え② ② ほうれん草　にんじん　もやし　キャベツ ごま　砂糖　ごま油

肉団子スープ③ ③ 鶏肉団子 ねぎ　白菜　干ししいたけ　にんじん ごま油

オレンジゼリー④ ④ オレンジジュース クールゼリーの素

牛乳 レモンソーダゼリー

①
ツイストコッペパン　油
ミルクココア　砂糖

鶏肉のから揚げ② ② 鶏肉 しょうが　にんにく　 かたくり粉　油

海草サラダ③ ③ かに風かまぼこ　海草 キャベツ　にんじん　きゅうり　 和風ドレッシング

ワンタンスープ④ ④ 豚肉　
ねぎ　しょうが　にんじん　白菜
チンゲンサイ　干ししいたけ

ワンタンの皮　ごま油
かたくり粉

レモンソーダゼリー

牛乳

① 豚肉　生クリーム
しょうが　にんにく　玉ねぎ
にんじん　しめじ　トマト

米　麦　強化米　ハヤシルー
デミグラソース　油

切り干し大根サラダ② ② ツナ 切干大根　ブロッコリー　にんじん　きゅうり　 ごま油　ごま　砂糖

フルーチェ③ ③ 牛乳 フルーチェの素（いちご）

牛乳 いちごショート

① 甘納豆 米　もち米　ごま

鶏肉のレモンソース和え② ② 鶏肉 しょうが　レモン果汁 かたくり粉　油　砂糖

春雨サラダ③ ③ ハム にんじん　きゅうり 春雨　砂糖　ごま油

なるとのすまし汁④ ④ なると ほうれんそう　ねぎ

いちごショート

人気の
ハヤシライス

３-１
希望献立

卒業お祝い
給食

１1(月) お赤飯①

　　3月学校給食献立予定表
2019年 竜王北中学校

日(曜日)
献　　立　　名 食　品　の　種　類　と　働　き 

備考
牛乳 主食 副　食 番号

6(水)
焼き豚
チャーハン①

8(金)
ポークハヤシ
ライス①

7(木)
ココア
揚げパン①

焼き豚
たっぷり

チャーハン

今日の魚は
さば

ひな祭り
給食

受験応援
給食

5(火) 麦ご飯

1(金) ちらしずし①

4(月) 麦ご飯

３月３日 ひな祭り

ひな祭りの行事食といえば、ちら

しずしやハマグリのお吸い物、ひし

もち、ひなあられ、白酒などがあり

ます。その一つひとつに、女の子の

すこやかな成長と幸せへの願いがこ

められています。



赤の食品群 緑の食品群 黄の食品群
血や肉・骨を作る 体の調子を整える 熱や力のもとになる

日(曜日)
献　　立　　名 食　品　の　種　類　と　働　き 

備考
牛乳 主食 副　食 番号

牛乳

① ひじき　鶏肉　油揚げ　さつま揚げ にんじん　玉ねぎ　えだまめ
スパゲティ　オリーブオイル
油　砂糖

イタリアンサラダ② ② キャベツ　にんじん　コーン　きゅうり イタリアンドレッシング

イタリアンスープ③ ③ ベーコン 玉ねぎ　セロリ　パセリ

アップルパイ④ ④ りんご パイ皮　砂糖

牛乳 米　麦　強化米

赤魚の西京焼き① ① 赤魚の西京漬け

五目煮豆② ② こんぶ　大豆　さつま揚げ にんじん こんにゃく　砂糖

大根のみそ汁③ ③ 油揚げ　みそ 大根　にんじん

牛乳 そぼろパン

ポテトのチーズ焼き① ① ツナ　ベーコン　チーズ コーン　玉ねぎ フライドポテト　マヨネーズ

温野菜ソテー② ② ベーコン ブロッコリー　カリフラワー　パプリカ バター

かにたまスープ③ ③ かに風かまぼこ　卵　わかめ ねぎ かたくり粉

りんごゼリー④ ④ りんごジュース クールゼリーの素

牛乳

① 鶏肉　卵　なると
玉ねぎ　にんじん
干ししいたけ　グリンピース

米　麦　強化米　砂糖

キャベツのごま和え② ② キャベツ　にんじん　白菜　ほうれん草 砂糖　ごま

なめこのみそ汁③ ④ 豆腐　油揚げ　みそ なめこ　ねぎ

牛乳 バターロールパン

たまごコロッケ① ① たまご　チーズ　豚肉 玉ねぎ
じゃがいも　バター　小麦粉　パン粉
油

小松菜サラダ② ② ツナ　 小松菜　キャベツ　きゅうり　コーン オリーブオイル　砂糖

春雨スープ③ ③ ベーコン 玉ねぎ　コーン　パセリ 春雨　

コーヒーゼリー④ ④ 生クリーム コーヒーゼリーの素

１4(木)

１5(金)

13(水)

旬の食材
セロリ

今日の魚は
赤魚

カリフラワーには
いろいろな色が

ある？

１8(月) 親子丼①

旬の食材
キャベツ

ひじきスパゲ
ティ①

そぼろパン

☆献立の内容は材料やその他の都合などでかわることがあります。☆２ヶ月に一度程度食材の放射能検査を行っています。

麦ご飯

バターロール
パン

１９(火)

今年度
最後の給食

「ありがとう
ございました」


