
                                       

エネルギー

主食 お   か   ず（主菜・副菜） あか
＜主に体をつくるもとになる＞

みどり
＜主に調子を整えるもとになる＞

き
＜主にエネルギーのもとになる＞ カルシウム

2 月

6 金

肉じゃが 牛乳　　牛肉 にんじん　たまねぎ　 米　じゃがいも

さわやか漬け きざみ昆布（北海道） さやいんげん　キャベツ こんにゃく　さとう　油 610

かしわもち きゅうり　レモン果汁 かしわもち 309

さばの塩焼き 牛乳　　中みそ　油揚げ 大根　にんじん　 米

大根の青菜和え さば（ノルウェー） たまねぎ　ねぎ　しめじ 674

みそ汁 豆腐　わかめ（瀬戸内） グリンピース 389

ビーフシチュー 牛乳　　牛肉 にんにく　たまねぎ　にんじん リッチパン　油

イタリアンサラダ 生クリーム グリンピース　しめじ　キャベツ 上新粉　じゃがいも 704

いよかんゼリー きゅうり　とうもろこし いよかんゼリー 306

ちくわのいそべ揚げ 牛乳　ちくわ キャベツ　ごぼう　 米　小麦粉　油

ゆでキャベツ 青のり（愛知）　とり肉 にんじん　ねぎ こんにゃく 642

けんちん汁 豆腐　油揚げ でんぷん　 368

ハンバーガー 牛乳　ハンバーグ キャベツ　チンゲン菜 横割丸パン　さとう

野菜スープ ベーコン にんじん　たまねぎ　 じゃがいも　 621

角チーズ 角チーズ 444

ビビンバ 牛乳　豚肉 にんにく　山菜　小松菜 米　油　白ごま　さとう

かきたま汁 赤みそ　豆腐　卵 もやし　にんじん　たまねぎ ごま油　でんぷん 617

わかめ（瀬戸内） えのきだけ　ねぎ 345

あじの照焼き 牛乳　さつまあげ キャベツ　切り干し大根 米　油

キャベツの柚子風味 あじ（ニュージーランド） さやいんげん　にんじん 麦　さとう 636

切り干し大根の煮物 油揚げ　とり肉 干ししいたけ（九州） 349

チリカンコンサンド 牛乳　豚肉 にんにく　たまねぎ　パセリ 背割りパン　

ワンタンスープ とり肉　白いんげん トマト　にんじん　もやし　にら 油　ワンタン 625

甘夏かん 干ししいたけ（九州）　甘夏かん パン粉　さとう 318

かつおの揚げ煮 牛乳　かつお（静岡） しょうが　キャベツ 米　でんぷん　油

ゆでキャベツ もずく（沖縄）　とり肉 たまねぎ　にんじん　ねぎ さとう　白ごま 692

もずく汁 豆腐　中みそ 379

山菜うどん 牛乳　とり肉　油揚げ たまねぎ　にんじん　山菜 小型味付けパン

アスパラサラダ まぐろフレーク(中西部太平洋) ねぎ　とうもろこし うどん　 539

チキンハム アスパラガス　キャベツ 296

手巻きごはん 牛乳　油揚げ　わかめ(瀬戸内) レモン果汁　きゅうり 米　マヨネーズ

豆腐汁 まぐろフレーク(中西部太平洋) たまねぎ　にんじん 677

のり(岡山 愛媛 佐賀 熊本) 豆腐 えのきだけ　ねぎ 305

22 日

焼きビーフン 牛乳　豚肉 キャベツ　干ししいたけ（九州） 普通パン

ごぼうサラダ まぐろフレーク(中西部太平洋) たまねぎ　にんじん　きゅうり ビーフン　油　ごま油 669

ごぼう　ねぎ　とううもろこし マヨネーズ 306

アスパラと肉のみそ炒め 牛乳　豚肉　赤みそ にんじん　アスパラガス 米　さとう　でんぷん

春雨スープ ベーコン　豆腐 たまねぎ　もやし　にら 春雨 604

293

たこボール 牛乳　たこ(瀬戸内)　ベーコン にんじん　キャベツ　ねぎ アップルパン

わかめスープ わかめ(瀬戸内)　青のり(愛知) もやし　たまねぎ 小麦粉　油 683

粉かつお(中西部太平洋)　豆腐 とうもろこし 328

八宝菜 牛乳　豚肉 しょうが　にんじん　たまねぎ 米　油　さとう

いりこ大豆 うずら卵　かえりいりこ キャベツ　干ししいたけ（九州） でんぷん　白ごま 622

メロン 大豆　いか（ペルー） さやいんげん　メロン 464

納豆 牛乳　納豆 にんじん　ごぼう　れんこん 米　麦　こんにゃく

五目きんぴら とり肉　 さやいんげん　きゅうり さとう　油　白ごま 601

ごまあえ キャベツ 346

 

10 火 豆ごはん

向島中央小学校

遠　　　足　　（お 弁 当）

9 月 ごはん

  ５月の予定こんだて表
（牛乳は、毎日あります。）

日 曜
こ　ん　だ　て　名

遠　足　予　備　日　（お 弁 当）

お　も　な　食　品　（食品のはたらき）

11 水 リッチパン

12 木 ごはん

13 金 横割丸パン

16 月 ごはん

19 木
ごはん

食育の日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「 感謝・完食 」の日　　　　　　　（ 残菜ゼロの取組 ）

17 火 麦ごはん

背割りパン18 水

21 土

運　動　会　準　備

ごはん

運　　動　　会　（お 弁 当）

20 金 小型味付けパン

25 水 普通パン

26 木 ごはん

31 火 麦ごはん

27 金 アップルパン

30 月 ごはん

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。

※　リッチパン・アップルパンには、マーガリンを使用しています。

※　アップルパンにはドライアップルを使用しています。

一食の平均摂取量 エネルギー　 たんぱく質　　　脂質　  カルシウム　　鉄　　レチノール当量　　ビタミンB1　　ビタミンB2　　ビタミンC　　食物せんい　 食塩相当量

６４５kcal　　２６．３ｇ　２０．１g　３４５mg　２．４mg　２３３μg　　 ０．４６mg　　０．５０mg　　 ２８mg　　　 ４．４g　　 ２．５g

※　献立は、都合により変更することがあります。★太字は広島県内産の食材です。

さつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇ

さつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇさつまあげ ４０ｇ


