
　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

献立名 数量 栄養三色 献立名 数量 栄養三色 献立名 数量 栄養三色 献立名 数量 栄養三色
しろごはん ホットドッグ しろごはん しろごはん
こめ★ 80 き パン★ 50 き こめ★ 80 き こめ★ 80 き

ぎゅうにゅう ウインナー 30 あか ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう
ぎゅうにゅう 206 あか トマトケチャップ 8 ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか

ししゃものからあげ キャベツ 45 みどり さけのちゃんちゃんやき かきあげ
ししゃものからあげ 20 あか コンソメ 0.3 さけ 35 あか さつまいも 25 き
あぶら 1.5 き しお 0.05 キャベツ 40 みどり たまねぎ 15 みどり

ぎゅうにくとごぼうのいためもの こしょう 0.01 たまねぎ 20 みどり ごぼう 15 みどり
ごぼう 25 みどり あぶら 0.5 き にら 8 みどり ちくわ 8 あか
ぎゅうにく 10 あか ぎゅうにゅう コーン 7 みどり ひじき 0.6 あか
つきこんにゃく★ 10 き ぎゅうにゅう 206 あか エリンギ 5 みどり てんぷらこ 15 き
くきわかめ 5 あか かぶのこめこクリームに しめじ 5 みどり こめこ★ 2 き
つちしょうが 0.3 みどり かぶ 30 みどり にんにく 0.1 みどり しお 0.1
こいくちしょうゆ★ 2.8 とりにく 20 あか あかみそ 2.5 あか あぶら 6 き
さとう 1.2 き たまねぎ 40 みどり みそ 2 あか ならのっぺ
みりん 1 じゃがいも 35 き さとう 1 き あつあげ 20 あか
りょうりしゅ 1 かぶ（は） 15 みどり みりん 1 にんじん 10 みどり
あぶら 0.2 き にんじん 12 みどり りょうりしゅ 1 だいこん★ 40 みどり
いちみとうがらし 0.01 ぎゅうにゅう 25 あか こいくちしょうゆ★ 0.5 さといも 25 き

おみそしる バター 1 き あぶら 0.5 き こんにゃく★ 15 き
だいこん 25 みどり こめこ★ 5 き かきたまじる しいたけ 5 みどり
とうふ 25 あか こしょう 0.02 はくさい 30 みどり だしパック 3
じゃがいも 18 き コンソメ 2 たまご★ 25 あか うすくちしょうゆ★ 2.5
あぶらあげ★ 7 あか あぶら 0.5 き とうふ 25 あか みりん 1
にんじん 7 みどり えのきたけ 7 みどり でんぷん 1 き
しめじ 7 みどり にんじん 7 みどり こくもつふりかけ
あおねぎ★ 5 みどり あおねぎ★ 5 みどり こくもつふりかけ 2.5 き
みそ 8 あか だしパック 3
だしパック 2 うすくちしょうゆ★ 2.2

みりん 1
でんぷん 1 き

献立名 数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色 数量 栄養三色

もちげんまいいりごはん むぎごはん きなこあげパン しろごはん
アルファかまい 62 き こめ★ 72 き パン★ 50 き こめ★ 80 き
もちげんまい 8 き むぎ 8 き きなこ 2.5 あか ぎゅうにゅう
もちごめ 7 き ぎゅうにゅう さとう 1.8 き ぎゅうにゅう 206 あか
あぶら 0.3 き ぎゅうにゅう 206 あか グラニューとう 1.2 き さばのしおやき

ぎゅうにゅう にしんのかんろに しお 0.01 さばのしおやき 40 あか
ぎゅうにゅう 206 あか にしんのかんろに 40 あか あぶら 5 き だいこんのうめあえ

タコライス ほうれそうのごまあえ ぎゅうにゅう だいこん 40 みどり
ぶたひきにく 35 あか ほうれんそう 30 みどり ぎゅうにゅう 206 あか きゅうり 7 みどり
こしょう 0.01 きりぼしだいこん 2.5 みどり にくだんご きりぼしだいこん 1 みどり
ワイン 0.3 ごま 1 き にくだんご 50 あか うめペースト★ 1.5 みどり
にんにく 0.02 みどり うすくちしょうゆ★ 2 ミネストローネ うすくちしょうゆ★ 0.5
たまねぎ 50 みどり さとう 0.7 き ベーコン 12 あか かつおぶし★ 0.1 あか
コーン 10 みどり すきやき たまねぎ 50 みどり ぐだくさんじる
ピーマン 8 みどり とりにく 20 あか じゃがいも 25 き ぶたにく 10 あか
オリーブあぶら 0.6 き はくさい 70 みどり カットトマト 15 みどり たまねぎ 20 みどり
コンソメ 0.4 たまねぎ 25 みどり にんじん 10 みどり とうふ 20 あか
いちみとうがらし 0.01 やきどうふ 30 あか セロリ 7 みどり かぼちゃ 20 みどり
トマトケチャップ 8 いとこんにゃく★ 20 き ひよこまめ 8 あか えのきたけ 8 みどり
とんかつソース 0.4 しろねぎ 7 みどり トマトケチャップ 7 あぶらあげ★ 6 あか
ウスターソース 1 しいたけ 8 みどり おおむぎ 3 き にんじん 5 みどり
さとう 0.2 き こいくちしょうゆ★ 2.5 にんにく 0.3 みどり あおねぎ★ 5 みどり
こいくちしょうゆ★ 0.3 さとう 1.5 き コンソメ 1.5 みそ 8 あか

もずくスープ りょうりしゅ 0.5 うすくちしょうゆ★ 1 だしパック 2
もずく 15 あか だしのもと 0.2 さとう 0.2 き
とうふ 25 あか あぶら 0.2 き あぶら 0.2 き
だいこん 30 みどり こしょう 0.01
えのきたけ 7 みどり
チンゲンサイ 10 みどり
にんじん 7 みどり
ちゅうかスープ 1.2
うすくちしょうゆ★ 1
こしょう 0.01

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 ちいさいこめこパン しろごはん パン
こめ★ 80 き こめこパン★ 40 き こめ★ 80 き パン★ 50 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

あじのてんぷら ミートスパゲティ いわしのおかかに フライドチキン
あじのてんぷら 40 あか スパゲティ 27 き いわしのおかかに 40 あか フライドチキン 40 あか
あぶら 4 き しお 0.2 ならのチャンプルー あぶら 4 き

ひじきのにもの ぶたひきにく 20 あか キャベツ 25 みどり コールスローサラダ
ひじき 2 あか たまねぎ 45 みどり たまねぎ 20 みどり キャベツ 30 みどり
ひらてん 10 あか にんじん 15 みどり たまご★ 20 あか だいこん 25 みどり
さやいんげん 8 みどり ピーマン 5 みどり とうふ★ 10 あか コーン 8 みどり
だいず 7 あか エリンギ 8 みどり ならづけ 3 みどり クリーミードレッシング 8 き
さとう 1.8 き にんにく 0.3 みどり こいくちしょうゆ★ 2 やさいたっぷりスープ
こいくちしょうゆ★ 2 トマトケチャップ 25 さとう 0.5 き ベーコン 12 あか
みりん 0.5 カットトマト 6 みどり あぶら 0.5 き たまねぎ 30 みどり
だしパック 1 ウスターソース 1.8 だしのもと 0.3 じゃがいも 15 き
あぶら 0.4 き コンソメ 1.2 しおこうじじる さやいんげん 10 みどり

だいこんのみそしる さとう 0.2 き ぶたにく 15 あか こまつな 10 みどり
だいこん 45 みどり こしょう 0.01 はくさい 30 みどり にんじん 8 みどり
あぶらあげ★ 8 あか かいそうサラダ にんじん 7 みどり エリンギ 7 みどり
えのきたけ 8 みどり キャベツ 35 みどり しめじ★ 7 みどり コンソメ 1
にんじん 8 みどり コーン 10 みどり あぶらあげ★ 8 あか うすくちしょうゆ★ 0.7
あおねぎ★ 5 みどり くきわかめ 8 あか あおねぎ★ 5 みどり あぶら 0.3 き
みそ 8 あか たまねぎドレッシング 7 き つちしょうが 0.5 みどり こしょう 0.01
だしパック 2 ミニフイッシュ（ごまなし） しおこうじ 4 セレクトデザート

ミニフイッシュ 5 あか だしパック 3 チョコケーキ 26 き
うすくちしょうゆ★ 1 いちごのモンブラン 40 き
りょうりしゅ 0.5 プリン 40 き

献立名

９日（木） １０日（金）
献立名 献立名 献立名

１５日（水）　ならの日 １６日（木）
献立名

１２月きゅうしょくこんだてひょう
栄
養
三
色

１日（水） ２日（木） ３日（金）　ふるさと給食　北海道 ６日（月）

７日（火） ８日（水）

１４日（火）　かみかみデー
献立名 献立名

１３日（月）



★・・・・・奈良県産または、奈良県内で製造された食材

・・・・広陵町または広陵町内で製造された食材

・・・・魚の日です。骨に注意してよくかんで食べましょう

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３年度 広陵町教育委員会教育総務６２７kcal ２３．５ｇ ３６３mｇ

えいようりょう（月平均）

エネルギー たんぱくしつ カルシウム


