
　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

こめこパン しろごはん パン しろごはん
こめこパン★ 50 き こめ★ 80 き パン★ 50 き こめ★ 80 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

トマトオムレツ ぶりのてりやき たんたんめん やさいシチュー（ひじょうしょく）
トマトミートオムレツ 40 あか ぶりのてりやき 40 あか ちゅうかめん 60 き やさいシチュー 200 き

ほうれんそうのソテー はくさいのこうみあえ チンゲンサイ 25 みどり にくだんご
ほうれんそう 40 みどり はくさい 35 みどり たまねぎ 25 みどり にくだんご 40 あか
コーン 8 みどり ほうれんそう 15 みどり にんじん 7 みどり こまつなのいためもの
コンソメ 0.5 しおこんぶ 1 あか あおねぎ★ 7 みどり こまつな 20 みどり
こしょう 0.01 ゆずかじゅう 0.5 みどり チキンスープ 2 キャベツ★ 35 みどり
あぶら 0.3 き うすくちしょうゆ★ 0.5 こいくちしょうゆ 1.5 うすくちしょうゆ★ 0.8

やさいたっぷりスープ くろまめ ごまあぶら 0.1 き あぶら 0.5 き
ベーコン 15 あか くろまめ 6 あか こしょう 0.01 コンソメ 0.2
たまねぎ 40 みどり やまとのぞうに ぎゅうひきにく 15 あか こしょう 0.01
かぼちゃ 20 みどり しらたまだんご 25 き ぶたひきにく 15 あか かんぱん
こまつな 10 みどり とうふ 20 あか つちしょうが 0.3 みどり かんぱん 7 き
にんじん 8 みどり だいこん★ 20 みどり にんにく 0.1 みどり
しいたけ 7 みどり さといも 15 き あかみそ 3 あか
コンソメ 1 きんときにんじん 7 みどり こいくちしょうゆ 1.6
うすくちしょうゆ★ 0.7 しろみそ 7 あか さとう 1 き
あぶら 0.3 き みそ 4 あか ごまあぶら 0.5 き
こしょう 0.01 だしパック 2.5 トウバンジャン 0.2

ミルメーク はるまき
ミルメーク（コーヒー） 5 き はるまき 30 みどり

あぶら 4 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

しろごはん ひじきごはん むぎごはん パン
こめ★ 80 き アルファかまい 55 き こめ★ 72 き パン★ 50 き

ぎゅうにゅう もちごめ 5 き むぎ 8 き ぎゅうにゅう
ぎゅうにゅう 206 あか とりにく 12 あか ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう 206 あか

ぶたにくのしょうがやき たけのこ 8 みどり ぎゅうにゅう 206 あか てりやきチキン
ぶたにく 35 あか にんじん 7 みどり ポークカレー てりやきチキン 40 あか
たまねぎ 45 みどり えだまめ 6 みどり ぶたにく 20 あか ブロッコリーサラダ
つちしょうが 1.5 みどり ひじき 2.5 あか ワイン 1 ブロッコリー 25 みどり
こいくちしょうゆ★ 2.5 うすくちしょうゆ★ 1.3 にんにく 0.2 みどり キャベツ★ 20 みどり
さとう 1 き だしパック 1 つちしょうが 0.2 みどり あおじそドレッシング 8 き
りょうりしゅ 0.8 あぶら 0.5 き じゃがいも 50 き はくさいのクリームに
みりん 0.6 しお 0.2 たまねぎ 60 みどり ベーコン 12 あか
あぶら 0.3 き ぎゅうにゅう にんじん 15 みどり はくさい 60 みどり

キャベツのおかかあえ ぎゅうにゅう 206 あか コンソメ 1 たまねぎ 30 みどり
キャベツ★ 40 みどり カレイのからあげ カレールウ 7 き じゃがいも 30 き
にんじん 7 みどり カレイのからあげ 50 あか カレーフレーク 7 き にんじん 10 みどり
かつおぶし 0.8 あか あぶら 5 き カレーこ 0.02 ぎゅうにゅう 20 あか
こいくちしょうゆ★ 1.2 あかだし こしょう 0.02 こめこ★ 4 き
さとう 0.3 き とうふ 20 あか トマトケチャップ 2 コンソメ 2

さつまいもじる あぶらあげ★ 8 あか ウスターソース 0.5 バター 1 き
さつまいも 20 き たまねぎ 35 みどり あぶら 0.2 き しお 0.1
とうふ 20 あか だいこん★ 20 みどり れんこんサラダ こしょう 0.03
だいこん★ 30 みどり えのきたけ 10 みどり れんこん 30 みどり
たまねぎ 20 みどり なめこ 5 みどり にんじん 5 みどり
しいたけ 5 みどり あおねぎ★ 5 みどり うすくちしょうゆ★ 1
あおねぎ★ 5 みどり みそ 4 あか さとう 0.5 き
みそ 8 あか あかみそ 4 あか だしのもと 0.3
だしパック 2 だしパック 2.5 ごまドレッシング 10 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

しろごはん しろごはん こめこパン しろごはん
こめ★ 80 き こめ★ 80 き こめこパン★ 50 き こめ★ 80 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

さけのしおやき ガパオライス カラマリ（イカリングフライ） ならのキャベツメンチカツ
さけのしおやき 40 あか ぶたにく 30 あか イカリングフライ 40 あか ならのキャベツメンチカツ★ 50 あか

きんぴらごぼう たまねぎ 40 みどり あぶら 4 き あぶら 5 き
ごぼう 40 みどり ピーマン 7 みどり イタリアンサラダ やまとまなのにびたし
ぶたひきにく 12 あか あかピーマン 6 みどり キャベツ★ 30 みどり はくさい★ 30 みどり
こんにゃく★ 10 き きピーマン 6 みどり きゅうり 8 みどり やまとまな★ 25 みどり
にんじん 7 みどり オイスターソース 2 あかピーマン 5 みどり あぶらあげ★ 7 あか
さやいんげん 5 みどり ナンプラー 1.5 コーン 5 みどり うすくちしょうゆ 1.2
こいくちしょうゆ★ 2 さとう 1.2 き ロースハム 8 あか さとう 0.8 き
さとう 1.5 き うすくちしょうゆ★ 0.5 イタリアンドレッシング 15 き だしパック 0.5
りょうりしゅ 0.3 あぶら 0.3 き ミネストローネ みりん 0.2
あぶら 0.3 き こしょう 0.01 ベーコン 10 あか かきたまじる

かぼちゃのみそしる めだまやき 40 あか たまねぎ 50 みどり たまご★ 25 あか
かぼちゃ 30 みどり クイッティオスープ じゃがいも 20 き とうふ★ 25 あか
あぶらあげ★ 6 あか クイッティオ 10 き カットトマト 15 みどり だいこん★ 30 みどり
たまねぎ 30 みどり ベーコン 10 あか にんじん 10 みどり しめじ★ 10 みどり
えのきたけ 10 みどり チンゲンサイ 15 みどり セロリ 7 みどり あおねぎ★ 5 みどり
あおねぎ★ 5 みどり だいこん★ 25 みどり だいず 7 あか だしパック 3
かんそうわかめ 0.5 あか にんじん 8 みどり トマトケチャップ 7 うすくちしょうゆ★ 2.2
みそ 8 あか しいたけ 6 みどり おおむぎ 3 き みりん 1.2
だしパック 2 チキンスープ 1.5 にんにく 0.3 みどり でんぷん 2 き

うすくちしょうゆ★ 1 コンソメ 1.5
あぶら 0.3 き うすくちしょうゆ★ 1
こしょう 0.01 さとう 0.2 き

あぶら 0.2 き
こしょう 0.01

　２１日（木）

１月きゅうしょくこんだてひょう
栄
養
三
色

１２日（火） １３日（水） １４日（木） １５日（金）
　　　献立名　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名

１８日（月） １９日（火）

　　　献立名

　２０日（水）

　　　献立名 　　　献立名

　　　献立名 　　　献立名

　　　献立名

　　　献立名 　　　献立名

　２７日（水）　オール奈良県産の日

全国学校給食週間　（１月２４日　から　１月３０日）

　２２日（金） 　２５日（月）　タイ料理 　２６日（火）　イタリア料理



数量 栄養三色 数量 栄養三色

ホットドッグ かきのはずし
パン★ 50 き かきのはずし（さけ）★ 141 き
ウインナー 30 あか ぎゅうにゅう
トマトケチャップ（小袋） 5 ぎゅうにゅう 206 あか
キャベツ★ 45 みどり かきあげ
カレーこ 0.05 さつまいも 20 き
しお 0.05 たまねぎ 25 みどり
こしょう 0.01 ごぼう 7 みどり
あぶら 0.2 き ちりめんじゃこ 5 あか

ぎゅうにゅう ひじき 0.6 あか
ぎゅうにゅう 206 あか てんぷらこ 15 き

コーンチャウダー こめこ★ 1 き
ベーコン 15 あか しお 0.1
じゃがいも 30 き あぶら 5 き
たまねぎ 30 みどり にこみうどん
にんじん 12 みどり うどん 60 き
コーン 10 みどり とりにく 10 あか
しめじ 8 みどり あぶらあげ★ 4 あか
ぎゅうにゅう 10 あか えのきたけ 10 みどり
スキムミルク 3 あか にんじん 5 みどり
クリームシチューのもと 1.5 き あおねぎ 5 みどり
コンソメ 0.8 だしパック 2
あぶら 0.3 き うすくちしょうゆ★ 3

みりん 2

カルシウム

　　　献立名　　　献立名

はしを家庭から持参することは自由です。

２８日（木）　アメリカ料理

全国学校給食週間　（１月２４日　から　１月３０日）

　２９日（金）　奈良の日

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　広陵町教育委員会教育総務課
３５３mg
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    　「　 　　」…広陵町
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または広陵町内
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で製造
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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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