
平成30年 　１月　　給食献立予定表

日 曜日 １０時 昼　食 ３時
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緑群
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[kcal]

蛋白質
[g]

脂質
[g]

4 木 食べる煮干し,
麦茶

ごはん,ツナカレー,福神漬け,
ドレッシング和え,キャンディチーズ,麦茶,
みかん

ビスコ,プルーン,
牛乳☆

煮干し,ツナ缶,粉乳,ハ

ム,プロセスチーズ,生

乳

こめ,じゃがいも,植物油

脂

にんじん,たまねぎ,キャベツ,きゅ

うり,みかん,プルーン

485 15.8 13.7
5 金 バナナ ごはん,いわしのみぞれ煮,中華風サラダ,

味噌汁（なめこ,豆腐）,オレンジ
ヨーグルト,
星たべよ,
麦茶

いわしのみぞれ煮,ハ

ム,豆腐,ヨーグルト

こめ,普通はるさめ,ご

ま

バナナ,きゅうり,キャベツ,にんじ

ん,りょくとうもやし,なめこ,バレン

シアオレンジ

423 17.9 8.0
6 土 菓子パン,牛乳,フルーツ 生乳 ロールパン バナナ

9 火 ウエハース,麦
茶

こぎつねごはん,コーンサラダ,しゅうまい,
味噌汁（白玉麩,小ねぎ,卵）,みかん

ミニピザまん,
牛乳

とりひき肉,油揚げ,ハ

ム,全卵,生乳

こめ,車糖,植物油脂,焼

きふ

にんじん,乾しいたけ,さやえんど

う,キャベツ,きゅうり,スイートコー

ン 缶詰,こねぎ,みかん

495 17.7 14.5
10 水 牛乳 ミルクパン,ワンタンスープ,

ボリュームサラダ,厚焼き卵,りんご
ピーチゼリー,
ベジかりん,
麦茶

生乳,ぶたひき肉,まぐ

ろ 缶詰,全卵

ミルクパン,ワンタンの

皮,植物油脂,マカロニ・

スパゲッティ,マヨネー

ズ

はくさい,にんじん,りょくとうもや

し,長葱,しょうが,生しいたけ,たけ

のこ水煮缶詰,きゅうり,キャベツ,

干しぶどう,りんご

460 13.7 16.1
11 木 ミニハート,麦茶 ごはん,大豆入りドライカレー,

ブロッコリーのサラダ,中華スープ,バナナ
黒糖カステラ,
牛乳

ぶたひき肉,だいず水

煮缶詰,ヨーグルト,生

乳

こめ,植物油脂,マヨ

ネーズ,ごま

にんじん,たまねぎ,青ピーマン,

干しぶどう,ブロッコリー,スイート

コーン 缶詰,りんご,わかめ,こね

ぎ,バナナ

560 16.2 14.0
12 金 牛乳 コッペパン,五目焼きそば,洋風かき卵スープ,

胡瓜の中華和え,オレンジ
焼きいも,
果汁

生乳,ぶたもも,とりむね

［若鶏肉］,全卵

コッペパン,中華めん,

植物油脂,バター,ごま,

さつまいも

キャベツ,りょくとうもやし,にんじ

ん,青ピーマン,あおのり,スイート

コーン 缶詰,トマト,きゅうり,バレ

ンシアオレンジ

458 16.1 9.7
13 土 菓子パン,牛乳,フルーツ 生乳 スナックスティック バレンシアオレンジ

15 月 みかん ごはん,ロールキャベツ,もやし和え,
のり佃煮,麦茶,バナナ

マヨトースト,
牛乳

ぶたひき肉,全卵,油揚

げ,ハム,生乳

こめ,パン粉,ごま,食パ

ン,マヨネーズ

みかん,キャベツ,たまねぎ,りょく

とうもやし,きゅうり,ひとえぐさ,バ

ナナ

489 17.6 13.9
16 火 牛乳 コッペパン,きつねうどん,煮豆,

スティック胡瓜,グレープフルーツ
アメリカンドッグ,
麦茶

生乳,ぶたもも,油揚げ,

なると,いんげんまめ,

ソーセージ,全卵

コッペパン,うどん,車糖,

ホットケーキミックス,植

物油脂

にんじん,生しいたけ,長葱,きゅう

り,グレープフルーツ

484 16.6 13.8
17 水 かぼちゃぼー

ろ,
麦茶

しらす入りご飯,煮込みおでん,
コールスローサラダ,麦茶,いちご
（おにぎりの日）

かわらせんべい,
牛乳

しらす干し,焼き竹輪,さ

つま揚げ,生揚げ,うず

ら卵,シャウエッセン,ハ

ム,生乳

こめ,板こんにゃく,マヨ

ネーズ,車糖

だいこん,にんじん,まこんぶ,キャ

ベツ,きゅうり,スイートコーン 缶

詰,いちご

447 15.8 12.7
18 木 牛乳 食パン,コーンシチュー,華風サラダ,

パンプキンエッグ,みかん
醤油だんご,
ほうじ茶

生乳,とりむね［若鶏

肉］,粉乳,ハム,するめ,

全卵,鶏肉

食パン,じゃがいも,薄

力粉,植物油脂,普通は

るさめ,車糖

にんじん,たまねぎ,スイートコー

ン 缶詰,マッシュルーム,グリン

ピース水煮缶詰,キャベツ,きゅう

り,りょくとうもやし,みかん

481 19.3 11.1
19 金 バナナ ごはん,納豆和え,キャベツ香り漬け,

味噌汁（白菜,長葱,油揚げ）,オレンジ
コーンフレーク,
牛乳☆

納豆,しらす干し,油揚

げ,生乳

こめ,ごま,車糖,コーン

フレーク

バナナ,ほうれんそう,にんじん,

キャベツ,きゅうり,レモン,はくさ

い,長葱,バレンシアオレンジ

447 14.9 8.1
20 土 菓子パン,牛乳,フルーツ 生乳 ロールパン,マーガリン みかん

22 月 牛乳 ごはん,豚肉の生姜焼き,野菜の胡麻味噌和え,
味噌汁（大根,えのき,油揚げ）,いちご

プリン,
おしゃぶり焼きするめ,
麦茶

生乳,豚肩ロース,油揚

げ,するめ

こめ,植物油脂,車糖,す

りごま

しょうが,たまねぎ,にんじん,はく

さい,ほうれんそう,りょくとうもや

し,だいこん,えのきたけ,いちご

536 20.9 18.2
23 火 いちご バターロール,ナポリタン,若布スープ,

スティック胡瓜,みかん
クッキー（ごま,
プレーン）,
牛乳

ベーコン,粉チーズ,とり

むね［若鶏肉］,全卵,生

乳

バターロール,マカロ

ニ・スパゲッティ,植物

油脂,でん粉

いちご,たまねぎ,にんじん,青

ピーマン,マッシュルーム,わか

め,りょくとうもやし,きゅうり,みか

ん

453 15.3 16.9
24 水 キャンディチー

ズ,
麦茶

ごはん,マーボー豆腐,小松菜のナムル,
麦茶,オレンジ

蒸しパン,
ジョア

プロセスチーズ,ぶたひ

き肉,豆腐,生乳

こめ,じゃがいも,でん

粉,植物油脂,車糖,ご

ま,プレミックス粉

にんじん,たまねぎ,生しいたけ,

長葱,しょうが,こまつな,りょくとう

もやし,バレンシアオレンジ,干し

ぶどう

535 13.3 9.4
25 木 牛乳 コッペパン,鶏だんごスープ,

ほうれん草サラダ,ミニトマト,バナナ
わかめおむすび,
麦茶

生乳,とりひき肉,全卵 コッペパン,パン粉,普

通はるさめ,マヨネーズ,

こめ

たまねぎ,はくさい,にんじん,生し

いたけ,りょくとうもやし,長葱,しょ

うが,ほうれんそう,ミニトマト,バナ

ナ,乾燥わかめ

410 14.4 11.8
26 金 プルーン,

麦茶
ごはん,煮魚（かじき）,かぼちゃ煮,とん汁,
グレープフルーツ

黒ごまラスク,
牛乳

めかじき,ぶたもも,豆

腐,生乳

こめ,車糖,じゃがいも,

フランスパン,マーガリ

ン,ざらめ糖,すりごま

プルーン,しょうが,日本かぼちゃ,

だいこん,にんじん,長葱,グレー

プフルーツ

533 22.7 11.8
27 土 菓子パン,牛乳,フルーツ 生乳 黒糖ロール グレープフルーツ

29 月 牛乳 ごはん,オーロラチキン,リヨネーズサラダ,
味噌汁（豆腐,若布,長葱）,いちご

おでん,
麦茶

生乳,とりむね［成鶏

肉］,まぐろ 缶詰,豆腐,

さつま揚げ

こめ,でん粉,じゃがい

も,植物油脂,車糖,普通

はるさめ,板こんにゃく

しょうが,にんじん,キャベツ,きゅう

り,パセリ,わかめ,長葱,いちご,だ

いこん

519 20.0 16.3
30 火 食べる煮干し,

麦茶
ミルクパン,ベーコンチャウダー,
ポテトサラダ,枝豆,オレンジ

焼まんじゅう,
牛乳

煮干し,ぶたもも,ベーコ

ン,なると,ハム,全卵,生

乳

ミルクパン,じゃがいも,

マヨネーズ

にんじん,たまねぎ,キャベツ,ス

イートコーン 缶詰,きゅうり,干し

ぶどう,りんご,えだまめ,バレンシ

アオレンジ

422 16.5 15.1
31 水 みかん ごはん,鱈のホイル蒸し,そぼろ大根,

味噌汁（小松菜,人参,油揚げ）,バナナ
フルーツヨーグルト,ビ
スケット,
麦茶

まだら,ピザ用チーズ,と

りひき肉,油揚げ,ヨー

グルト

こめ,植物油脂,車糖,で

ん粉

みかん,にんじん,えのきたけ,こ

ねぎ,だいこん,こまつな,バナナ

423 18.4 5.7

477 17.0 12.7月 平 均


