
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・楽しい話題でなごやかに食べましょう。　　

　

　

主食 牛乳 お   か   ず（主菜・副菜） あか  ＜からだをつくる＞ みどり  ＜調子をよくする＞ き  ＜エネルギーになる＞

ごはん なっとう ぎゅうにゅう　ぶたにく にんにく　キャベツ　 こめ　こんにゃく

びしゅなべ とりにく　あぶらあげ にんじん　ねぎ　こまつな しろごま　さとう

ごまあえ なっとう もやし　たまねぎ

ごはん てつっこひじき ぎゅうにゅう　てつっこひじき しょうが　にんじん こめ　あぶら　こんにゃく

とりにくとくりのうまに とりにく　あつあげ　わかめ ごぼう　さやいんげん　 くり　さとう　しろごま

だいこんなます しらすぼし　さつまあげ だいこん　れんこん

しょくパン やさいサンド ぎゅうにゅう　ぶたにく きゅうり　キャベツ しょくパン　マヨネーズ

ミネストローネ チキンハム にんじん　たまねぎ　 じゃがいも　マカロニ

つきみゼリー パセリ あぶら　つきみゼリー

ごはん さかなのレモンソース ぎゅうにゅう　ホキ たまねぎ　しめじ　なめこ　 こめ　あぶら　

あきのけんちんじる とりにく　とうふ にんじん　こまつな さとう　さといも　

レモンかじゅう かたくりこ

わふうきのこスパゲッティ ぎゅうにゅう　ぶたにく しめじ　エリンギ　たまねぎ こがたパインパン

フレンチサラダ チキンハム にんじん　にんにく　キャベツ あぶら　さとう

　 きゅうり　コーン　レモンかじゅう スパゲッティ　

ごはん ちくぜんに ぎゅうにゅう　とりにく れんこん　にんじん　ごぼう こめ　こんにゃく

さわやかづけ さつまあげ　こんぶ さやいんげん　キャベツ さとう　さといも

わかめ きゅうり　レモンかじゅう

しょくパン ブルーベリージャム ぎゅうにゅう　ぶたにく マッシュルーム　しめじ しょくパン　さとう　あぶら　

きのこシチュー なまクリーム　まぐろフレーク にんじん　パセリ　キャベツ じゃがいも　じょうしんこ

わふうサラダ わかめ　ちょうりようぎゅうにゅう だいこん　たまねぎ ブルーベリージャム

ごはん おやこに ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　にんじん　もやし こめ　しろごま

きりぼしだいこんのすのもの たまご　わかめ ほうれんそう　きゅうり あぶら　さとう

こうやどうふ きりぼしだいこん じゃがいも

とりのからあげ ぎゅうにゅう　とりにく キャベツ　にんじん　 あじつけパン　

キャベツのゆかりあえ もずく　とうふ たまねぎ　ねぎ　もやし あぶら　かたくりこ

もずくのスープ しょうが

ごはん ししゃものオランダあげ ぎゅうにゅう　ししゃも　 にんじん　パセリ　キャベツ こめ　あぶら

ゆでキャベツ あぶらあげ　とうふ　わかめ たまねぎ　しめじ　ねぎ こむぎこ

みそしる ちゅうみそ

ごはん すきやきに ぎゅうにゅう　ぎゅうにく にんじん　たまねぎ　ねぎ こめ　あぶら　やきふ

ごまいりこ とうふ　かえりいりこ えのきだけ　かき さとう　しろごま

かき こんにゃく　

とりにくのマーマレードやき ぎゅうにゅう にんにく　キャベツ あじつけパン　じゃがいも　

ゆでキャベツ　レモンゼリー しらすぼし にんじん　しいたけ ネーブルマーマレード　

あつくもえろ！！Cスープ とりにく　ベーコン　 しょうが　たまねぎ あぶら　レモンゼリー

ごはん うずらたまごのごもくに ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ こめ　じゃがいも　さとう

ごまずあえ うずらたまご　 さやいんげん　こまつな あぶら　しろごま

キャベツ　しょうが

わふうカレーうどん ぎゅうにゅう　とりにく たまねぎ　にんじん　ねぎ こがたリッチパン　うどん

わかめサラダ あぶらあげ　わかめ だいこん　コーン じょうしんこ　あぶら

　 おさつスティック さつまいも　さとう

むぎごはん あつあげのコロコロマーボー ぎゅうにゅう　あつあげ　 にんにく　たまねぎ こめ　むぎ　さとう

ひじきのナムル ぶたにく　ひじき にんじん　ねぎ　こまつな かたくりこ　ごまあぶら

あかみそ もやし　しょうが しろごま　あぶら

ごはん てまきごはん ぎゅうにゅう　のり　とうふ レモンかじゅう　きゅうり　 こめ　マヨネーズ

さつまじる まぐろフレーク　とりにく たまねぎ　にんじん さつまいも　

あぶらあげ　ちゅうみそ ねぎ　だいこん こんにゃく

しょくパン チリコンカンサンド ぎゅうにゅう　ぶたにく にんにく　たまねぎ　パセリ しょくパン　パンこ　

きのこスープ しろいんげん　とりにく トマト　にんじん　こまつな あぶら　さとう

みかん しめじ　ほししいたけ　みかん じゃがいも

ごはん さばのしょうがやき ぎゅうにゅう　さば　 だいこん　にんじん こめ　こんにゃく

だいこんのゆずふうみ とりにく　あつあげ さやいんげん　ごぼう さとう　あぶら

ごもくに こんぶ　だいず

こくとうパン たこボール ぎゅうにゅう　たこ　 にんじん　キャベツ　ねぎ こくとうパン　こむぎこ

ワンタンスープ あおのり　ぶたにく たまねぎ　もやし　 あぶら　ワンタン

こなかつお ほししいたけ　にら

ごはん チキンカレー ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねぎ　しょうが こめ　じゃがいも　

りっちゃんのサラダ チキンハム　こんぶ にんにく　りんご　キャベツ あぶら　さとう

かつおぶし　だいず　 きゅうり　コーン　ミニトマト じょうしんこ

むぎごはん さんまのかばやき ぎゅうにゅう　さんま　 しょうが　キャベツ　 こめ　むぎ　あぶら　

ゆでキャベツ あぶらあげ　とうふ にんじん　たまねぎ さとう　かたくりこ　　

わかめじる わかめ えのきたけ　ねぎ

27 金

30 月

31 火

24 火

25 水

26 木

しょくいくのひ　　　　「かんしゃ・かんしょく」のひ　　　　（ざんさいゼロのとりくみ）

20 金

16 月

18 水

19 木

17 火

13 金

6 金

10 火

11 水

3 火

4 水

5 木

日 曜
 こ　　ん　　だ　　て　　め　　い お　も　な　食　品　（食品のはたらき）

2 月

１０ が　つ　の　こ　ん　だ　て　ひ ょ う
　　　　

よくかんで食
た

べよう

尾道市立向島中央小学校

　・よくかんで食
た

べることの大切
た い せ つ

さについて考
かんが

えよう

　・ゆっくりよくかんで食
た

べるよう気
き

をつけてみよう

22 日

♪　♪　お　ん　が　く　は　っ　ぴ　ょ　う　か　い　♪　♪

こがた
パインパン

あじつけ
パン

あじつけ
パン

こがた
リッチパン

12 木

こ ん げ つ の も く ひ ょ う
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毎月
まいつき

１９日
にち

は、「感謝
かんしゃ

・完
かん

食
しょく

の日
ひ

」です。家庭
かてい

でも取
と

り組
く

みましょう。
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