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1群 2群 3群 4群 5群 6群
マナーの日 841 kcal ハンバーグ 牛乳 ブロッコリー レモン ごはん オリーブオイル

31.4 ｇ ハム こまつな しめじ かたくり粉

21.3 ｇ たまねぎ さとう

2.9 ｇ にんにく コーン

春を感じる給食 765 kcal ぶた肉 牛乳 なのはな しょうが ごはん ごま

31.3 ｇ とうふ わかめ こまつな もやし さとう

23.0 ｇ みそ にんじん たけのこ 麦

2.3 ｇ

進級・入学お祝い給食 854 kcal めばる 牛乳 にんじん かんぴょう ごはん 油

29.8 ｇ とうふ わかめ きゅうり さといも ドレッシング

23.3 ｇ 油あげ キャベツ コーン かたくり粉

3.8 ｇ だいこん ねぎ クレープ

776 kcal とり肉 牛乳 ブロッコリー コーン パン 油

30.8 ｇ 大豆 トマト たまねぎ マカロニ ドレッシング

27.0 ｇ コロッケ にんじん セロリ—

3.4 ｇ カリフラワー

739 kcal しゅうまい 牛乳 にんじん もやし ごはん ごま油

28.0 ｇ ハム ふりかけ こまつな にんにく

17.8 ｇ なまあげ キャベツ ねぎ

2.7 ｇ しいたけ たけのこ

884 kcal ほきフライ 牛乳 ゆかり キャベツ ごはん 油

33.0 ｇ さつま揚げ にんじん きゅうり じゃがいも ごま

22.7 ｇ ぶた肉 たまねぎ さとう

2.3 ｇ うずら卵 グリンピ—ス

744 kcal いわし 牛乳 ほうれんそう だいこん ごはん 油

31.8 ｇ とうふ にんじん もやし 麦 ごま

17.4 ｇ とり肉 うど はくさい

2.2 ｇ みそ ねぎ しいたけ

832 kcal ぶた肉 牛乳 にんじん きゅうり ごはん 油

26.2 ｇ 脱脂粉乳 たまねぎ じゃがいも ドレッシング

18.5 ｇ キャベツ フルーツ杏仁

2.5 ｇ グリンピ—ス

799 kcal ぶた肉 牛乳 にんじん キャベツ パン 油

29.2 ｇ ミートボール こまつな たまねぎ 中華めん ごま油

26.0 ｇ にら たけのこ はるさめ

4.3 ｇ しいたけ もやし タルト

802 kcal ぶた肉 牛乳 アスパラ だいこん ごはん 油

28.7 ｇ みそ にんじん キャベツ かたくり粉 バタ－

19.9 ｇ ハンバーグ コーン さとう

3.0 ｇ ねぎ もやし じゃがいも

かみかみ給食 914 kcal シシャモ 牛乳 にら たまねぎ ごはん 油

33.2 ｇ なまあげ にんじん もやし さとう ごま

33.8 ｇ ぶた肉 こまつな キャベツ かたくり粉

2.2 ｇ みそ しいたけ しょうが

774 kcal まぐろ 牛乳 にんじん コーン ごはん 油

29.7 ｇ みそ こまつな もやし さとう ごま

22.3 ｇ 油あげ えだまめ だいこん

2.9 ｇ 豆乳 ねぎ ごぼう

787 kcal 厚焼玉子 牛乳 にんじん たまねぎ ごはん 油

26.6 ｇ とうふ きぬさや だいこん じゃがいも

18.9 ｇ ぶた肉 こまつな ねぎ かたくり粉

2.9 ｇ ごぼう さといも

リクエスト給食（本郷中） 849 kcal とり肉 牛乳 にんじん たまねぎ 米粉パン 油

34.8 ｇ ベーコン もも さとう ごま油

30.1 ｇ キャベツ みかん ゼリー

2.1 ｇ コーン パイン

769 kcal ぶた肉 牛乳 にんじん えのきたけ ごはん 油

31.5 ｇ ハム わかめ チンゲンサイ コーン さとう ごま油

18.9 ｇ ブロッコリー たまねぎ かたくり粉 ごま

3.1 ｇ えだまめ キャベツ

◎　中学生一人一回あたりの学校給食摂取基準　

エネルギー：８３０kcal　たんぱく質：34.2g　脂質：23.0g　塩分：2.5ｇ

※　献立は都合により変更になる場合があります。

※　それぞれの料理の使われている材料やアレルゲンについては献立詳細表を参考にしてください。

めばる照りマヨ焼き（卵不使用）
かんぴょうサラダ　のっぺい汁
お祝いいちごクレープ

令和４年度
中 学 校

8 (金)

ごはん

ハンバーグケチャップソースかけ
ブロッコリーのソテー
コーンスープ

上  三  川  町  立
学校給食センター
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エネルギー
たんぱく質
脂 質
塩 分

お も な 材 料

「★」の料理には卵アレルギーの代替食の提供があります。 体の組織を
作る

体の調子を
ととのえる

エネルギー
になる

「●」の乳が含まれるデザートには代替食の提供があります。

11 (月)

麦ごはん

しゅうまい（３）
野菜のにんにくしょうゆあえ
生揚げと小松菜のスープ     こんぶふりかけ

白身魚のフライ　ソース
ゆかりあえ
★インド煮

いわしおかか煮
切り干し大根のぽん酢あえ
ちゃんこ汁

13 (水)

バーガーパン

14 (木)

15 (金) ★

ごはん

ごはん

12 (火)

わかめごはん

21 (木)

ごはん

豆腐ハンバーグ（おろしソース）
アスパラガスのサラダ
どさんこ汁

子持ちししゃもフライ（３）
にらのごまあえ
生揚げと豚肉の炒めもの

19 (火)

ごはん

ポークカレー
和風サラダ         フルーツ杏仁風プリン

焼きそば
肉団子スープ　豆乳プリンタルト

28 (木)

ごはん

豚肉のオイスターソース炒め
ブロッコリーサラダ
わかめスープ

★厚焼玉子
じゃがいものそぼろ煮　　けんちん汁

25 (月)

麦ごはん

セルフお魚丼の具
おひたし　まろやかみそ汁

26 (火) ★

ぶた肉のごまみそ焼き
菜の花のからしあえ       若竹汁

鶏肉の照り焼き
キャベツソテー　フルーツポンチ

セルフコロッケサンド　  マイティソース
イタリアンサラダ　トマトスープ
ミルメークコーヒー

27 (水)

いちご米粉パン

ごはん

22 (金)

ごはん

18 (月)

麦ごはん

20 (水)

はちみつパン


