
　あ か　：からだの血
ち

や肉
に く

・骨
ほね

になるしょくひん

　みどり ：からだのちょうしをととのえるしょくひん

　　き　  ：からだのねつやちからになるしょくひん

数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色

しろごはん ナン ちらしずし きなこあげパン
こめ★ 80 き ナン 100 き アルファかまい 60 き パン★ 50 き

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう もちごめ 5 き きなこ 2.5 あか
ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか すしず 10 さとう 1.8 き

ほっけのたつたあげ ドライカレー ごぼう 5 みどり グラニューとう 1.2 き
ほっけのたつたあげ 50 あか ぎゅうひきにく 15 あか にんじん 5 みどり しお 0.01
あぶら 4 き ぶたひきにく 15 あか こうやどうふ 5 あか あぶら 4 き

ほうれんそうのおかかあえ じゃがいも 50 き ほししいたけ 0.5 みどり ぎゅうにゅう
ほうれんそう 35 みどり たまねぎ 60 みどり みりん 1.5 ぎゅうにゅう 206 あか
きりぼしだいこん 2.5 みどり にんじん 15 みどり さとう 1 き ロールキャベツ
かつおぶし 0.8 あか つちしょうが 0.2 みどり こいくちしょうゆ★ 1 ロールキャベツ 50 みどり
こいくちしょうゆ★ 1.2 にんにく 0.2 みどり きんしたまご 25 あか コンソメスープ
さとう 0.3 き カレールウ 6 き ぎゅうにゅう ベーコン 15 あか

かぼちゃのみそしる カレーフレーク 6 き ぎゅうにゅう 206 あか じゃがいも 35 き
たまねぎ 30 みどり トマトケチャップ 2 ししゃものかんろに たまねぎ 30 みどり
とうふ 25 あか コンソメ 1 ししゃものかんろに 50 あか こまつな 15 みどり
あぶらあげ★ 7 あか ウスターソース 0.5 すましじる エリンギ 8 みどり
かぼちゃ 25 みどり あぶら 0.2 き だいこん 40 みどり にんじん 7 みどり
えのきたけ 8 みどり カレーこ 0.02 えのきたけ 10 みどり コンソメ 1
あおねぎ★ 7 みどり こしょう 0.02 あぶらあげ★ 7 あか うすくちしょうゆ★ 0.8
みそ 8 あか ブロッコリーサラダ かんそうわかめ 0.8 あか あぶら 0.2 き
だしパック 2 ブロッコリー 25 みどり みつば 5 みどり こしょう 0.01

いちご（小袋） キャベツ 20 みどり てまりふ 1 き
いちご 40 みどり あおじそドレッシング 6 き だしパック 3

ヨーグルト うすくちしょうゆ★ 2
ヨーグルト 80 あか みりん 1

ひなあられ
ひなあられ 5 き

数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色

むぎごはん しろごはん パン しろごはん
こめ★ 72 き こめ★ 80 き パン★ 50 き こめ★ 80 き
むぎ 8 き ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか
ぎゅうにゅう 206 あか いわしのおかかに よしのくずいりうどん そぼろごはんのぐ

プルコギ いわしのおかかに 50 あか よしのくずいりうどん★ 80 き とりひきにく 20 あか
ぎゅうにく 25 あか きゅうりのすのもの あぶらあげ★ 8 あか ぶたひきにく 20 あか
たまねぎ 40 みどり きゅうり 40 みどり ぎゅうにく 20 あか つちしょうが 1 みどり
キャベツ 20 みどり かんそうわかめ 0.7 あか みずな 15 みどり こいくちしょうゆ★ 3
にんじん 10 みどり す 2.8 しろねぎ 12 みどり さとう 2 き
にら 7 みどり さとう 1.5 き にんじん 8 みどり あぶら 0.2 き
いりごま 1 き うすくちしょうゆ★ 0.5 しいたけ 7 みどり スクランブルエッグ 25 あか
にんにく 0.3 みどり かすじる うすくちしょうゆ★ 3 チンゲンサイのごまいため
こいくちしょうゆ★ 2.5 ぶたじる 15 あか だしパック 3 チンゲンサイ 30 みどり
さとう 2 き とうふ 25 あか みりん 1.5 キャベツ 20 みどり
あぶら 0.1 き はくさい 30 みどり りょうりしゅ 1.5 ごま 1 き
みりん 0.3 ごぼう 15 みどり しお 0.02 うすくちしょうゆ★ 1.5
ごまあぶら 0.3 き さといも 15 き キャベツのいためもの あぶら 0.3 き
ちゅうかスープ 0.2 にんじん 7 みどり キャベツ 40 みどり こしょう 0.01

トックスープ しめじ 5 みどり ベーコン 7 みどり あかだし
とりにく 15 あか あおねぎ★ 7 みどり しめじ 7 みどり とうふ 20 あか
ミニトック 25 き みそ 6 あか コンソメ 0.5 あぶらあげ★ 7 あか
だいこん 25 みどり さけかす 3 うすくちしょうゆ★ 0.5 たまねぎ 35 みどり
しめじ 7 みどり だしパック 2 あぶら 0.3 き だいこん 20 みどり
あおねぎ★ 7 みどり こしょう 0.01 えのきたけ 10 みどり
うすくちしょうゆ★ 1.5 いちごジャム(奈良県産） なめこ 5 みどり
ちゅうかスープ 1 いちごジャム★ 15 みどり あおねぎ★ 7 みどり
あぶら 0.2 き みそ 4 あか
こしょう 0.01 あかみそ 4 あか

だしパック 2.5
わらびもち 30 き

数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色

クロワッサン しろごはん 80 き しろごはん かきのはずし
クロワッサン★ 70 き ぎゅうにゅう 206 あか こめ★ 80 き かきのはずし★ 141 き

ぎゅうにゅう たいのみぞれあんかけ ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう
ぎゅうにゅう 206 あか たい 50 あか ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか

なのはなのクリームシチュー でんぷん 5 き ならのさといもコロッケ あつやきたまご
ベーコン 15 あか あぶら 4 き ならのさといもコロッケ★ 60 き あつやきたまご 60 あか
たまねぎ 50 みどり だいこんおろし 10 みどり あぶら 5 き れんこんのピリっといため
じゃがいも 30 き あおねぎ★ 3 みどり やまとまなのいためもの ぶたにく 7 あか
なのはな 20 みどり だしのもと 0.4 やまとまな★ 15 みどり こんにゃく★ 10 き
にんじん 10 みどり うすくちしょうゆ★ 2 キャベツ 25 みどり れんこん 20 みどり
しめじ 7 みどり みりん 3 コーン 5 みどり にんじん 7 みどり
ぎゅうにゅう 15 あか しお 0.1 コンソメ 0.3 みそ 1.5 あか
クリームシチューのもと 6 き でんぷん 1 き こしょう 0.01 りょうりしゅ 1
スキムミルク 3 あか はくさいのゆずあえ あぶら 0.4 き さとう 1 き
あぶら 0.3 き はくさい 15 みどり あすかじる こいくちしょうゆ★ 0.8
こしょう 0.01 ほうれんそう 35 みどり とりにく 15 あか あぶら 0.2 き

てりやきチキン ゆずかじゅう 0.5 とうふ★ 20 あか いちみとうがらし 0.01
てりやきチキン 50 あか うすくちしょうゆ★ 1.2 はくさい 25 みどり ちゃんこじる

かいそうサラダ かつおぶし 0.8 あか ぎゅうにゅう 15 あか ミートボール 25 あか
キャベツ 35 みどり いもたき しろねぎ 10 みどり とうふ 20 あか
コーン 10 みどり さといも 40 き しゅんぎく 10 みどり あぶらあげ★ 7 あか
くきわかめ 8 あか ほししいたけ 1.2 みどり しめじ★ 8 みどり だいこん 20 みどり
わふうドレッシング 6 き とりにく 15 あか にんじん 5 みどり はくさい 20 みどり

あつあげ 15 あか つちしょうが 1.5 みどり こまつな 10 みどり
にんじん 6 みどり みそ 7 あか しめじ 8 みどり
ごぼう 15 みどり だしパック 2 だしパック 3
こんにゃく★ 20 き りょうりしゅ 1 うすくちしょうゆ★ 2
だしパック 3 こいくちしょうゆ★ 0.5 みりん 1
うすくちしょうゆ★ 3 あぶら 0.3 き りょうりしゅ 1
こいくちしょうゆ★ 2 こしょう 0.01
さとう 2 き
みりん 1

　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名

　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名

１１日（木） １２日（金） １５日（月） １６日（火）

　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名

５日（金） ８日（月） ９日（火） １０日（水）

３月きゅうしょくこんだてひょう
栄
養
三
色

　１日（月） 　２日（火） 　３日（水） 　４日（木）



数量 栄養三色 数量 栄養三色

むぎごはん こめこパン
こめ★ 72 き こめこパン★ 50 き
むぎ 8 き ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 206 あか
ぎゅうにゅう 206 あか ミートスパゲティ

ソースかつどん スパゲティ 25 き
とんかつ 60 あか しお 0.2
あぶら 5 き ぎゅうひきにく 15 あか
ウスターソース 5 ぶたひきにく 10 あか
みりん 2 たまねぎ 45 みどり
りょうりしゅ 1 にんじん 15 みどり
さとう 0.5 き ピーマン 5 みどり

さやいんげんのごまあえ ほししいたけ 1.2 みどり
さやいんげん 30 みどり にんにく 0.3 みどり
にんじん 5 みどり トマトケチャップ 28
ごま 1 き カットトマト 6 みどり
うすくちしょうゆ★ 2 ウスターソース 2
さとう 0.7 き コンソメ 1.2

なめこのみそしる さとう 0.5 き
とうふ 25 あか こしょう 0.02
たまねぎ 25 みどり サワーキャベツ
だいこん 25 みどり キャベツ 40 みどり
あぶらあげ★ 8 あか グリーンアスパラガス 7 みどり
なめこ 8 みどり コーン 5 みどり
あおねぎ★ 5 みどり りんごす 1.6
みそ 8 あか さとう 1 き
だしパック 2 うすくちしょうゆ★ 1

しお 0.1
セレクトデザート
ロールケーキ 30 き
こめこのガトーショコラ 30 き
いちごのジュレ 50 き

カルシウム はしを家庭から持参することは自由です。
献立は都合により一部変更する場合があります。

令和２年度　広陵町教育委員会教育総務課
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えいようりょう（月平均）
エネルギー たんぱくしつ
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　　　献立名 　　　献立名
１７日（水） １８日（木）


