
　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

むぎごはん しめじごはん しろごはん（すくなめ） パン
こめ★ 72 き アルファかまい 54 き こめ★ 60 き パン★ 50 き
むぎ 8 き もちごめ 6 き ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう とりささみフレーク 15 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 ごぼう 15 みどり こんさいつくね かぼちゃとやまとポークのフライ

こうりょうなすカレー にんじん 5 みどり こんさいつくね★ 60 あか かぼちゃとやまとポークのフライ★ 60 みどり
とりにく 25 あか しめじ 5 みどり かやくうどん あぶら 6 き
たまねぎ 60 みどり つきこんにゃく★ 5 き うどん 80 き マカロニスープ
じゃがいも 40 き えだまめ 5 みどり ぎゅうにく 15 あか ベーコン 12 あか
なす（広陵町産） 25 みどり こいくちしょうゆ★ 2 あぶらあげ★ 10 あか たまねぎ 40 みどり
にんじん 20 みどり だしパック 2 みずな 25 みどり キャベツ 20 みどり
えだまめ 5 みどり みりん 0.8 あおねぎ★ 10 みどり チンゲンサイ 10 みどり
にんにく 0.2 みどり あぶら 0.5 き にんじん 8 みどり えのきたけ 8 みどり
つちしょうが 0.2 みどり ぎゅうにゅう しめじ 7 みどり コーン 8 みどり
カレールウ 7 き ぎゅうにゅう 206 あか うすくちしょうゆ★ 3 にんじん 5 みどり
カレーフレーク 7 き さわらのたつたあげ だしパック 3 シェルマカロニ 3 き
あぶら 2.2 き さわらのたつたあげ 50 あか みりん 1.5 コンソメ 2
コンソメ 2 あぶら 4 き りょうりしゅ 1.5 あぶら 0.5 き
トマトケチャップ 2 とうがんスープ あぶら 0.5 き うすくちしょうゆ★ 0.4
ワイン 1 とうがん 35 みどり しお 0.02 こしょう 0.01
ウスターソース 0.5 たまねぎ 30 みどり
カレーこ 0.02 とうふ★ 25 あか
こしょう 0.02 ベーコン 10 あか

キャベツとアスパラのソテー あおねぎ★ 7 みどり
キャベツ 30 みどり しいたけ 5 みどり
アスパラガス 20 みどり つちしょうが 0.7 みどり
コーン 7 みどり うすくちしょうゆ★ 1.5
しおこうじ（広陵町産） 1 ちゅうかスープ 1
うすくちしょうゆ★ 1 あぶら 0.3 き
あぶら 0.5 き こしょう 0.01
コンソメ 0.1

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 こざかなチャーハン こめこパン しろごはん
こめ★ 80 き アルファかまい 54 き こめこパン★ 50 き こめ★ 80 き

ぎゅうにゅう もちごめ 6 き ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう
ぎゅうにゅう 206 あか コーン 10 みどり ぎゅうにゅう 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか

なすのそぼろに ちりめんじゃこ 9 あか ゴーヤチャンプル ならのさといもコロッケ
なす（広陵町産） 40 みどり とりにく 7 あか ゴーヤ 30 みどり ならのさといもコロッケ★ 60 き
あぶら 4 き ピーマン 8 みどり ベーコン 12 あか あぶら 5 き
とりひきにく 20 あか ちゅうかスープ 1.8 たまねぎ 45 みどり なすのみそしる
つちしょうが 0.5 みどり あぶら 0.5 き たまご★ 20 あか なす（広陵町産） 20 みどり
さとう 2 き しお 0.1 しめじ 8 みどり たまねぎ 35 みどり
こいくちしょうゆ★ 2 こしょう 0.01 こいくちしょうゆ★ 2.2 とうふ 25 あか
でんぷん 0.5 き ぎゅうにゅう さとう 1.5 き にんじん 8 みどり

しおこうじじる ぎゅうにゅう 206 あか みりん 0.4 あぶらあげ★ 8 あか
ぶたにく 10 あか かれいのからあげ あぶら 0.4 き えのきたけ 8 みどり
あぶらあげ★ 6 あか かれいのからあげ 50 あか もずくスープ あおねぎ★ 5 みどり
たまねぎ 20 みどり あぶら 5 き やきぶた 10 あか みそ 8 あか
ごぼう 15 みどり やさいスープ だいこん 35 みどり だしパック 2
はくさい 30 みどり ポークウインナー 12 あか とうふ 25 あか こんぶとまっちゃのふりかけ
にんじん 7 みどり たまねぎ 40 みどり もずく 15 あか こんぶとまっちゃのふりかけ 2.5 き
しめじ 7 みどり じゃがいも 20 き あおねぎ★ 5 みどり
あおねぎ★ 5 みどり こまつな 15 みどり あぶらあげ★ 8 あか
つちしょうが 0.5 みどり にんじん 10 みどり えのきたけ 8 みどり
だしパック 3 しいたけ 8 みどり ちゅうかスープ 1.2
しおこうじ（広陵町産） 4 コンソメ 1 うすくちしょうゆ 1
うすくちしょうゆ★ 1 うすくちしょうゆ★ 1 あぶら 0.2 き
りょうりしゅ 0.5 あぶら 0.3 き こしょう 0.01

シークワサーゼリー
シークワサーゼリー 50 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

パン しろごはん しろごはん もちげんまいいりごはん
パン★ 50 き こめ★ 80 き こめ★ 80 き アルファかまい 62 き

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう もちげんまい 8 き
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 もちごめ 7 き

てりやきハンバーグ ぶたにくのしょうがやき プルコギ あぶら 0.3 き
てりやきハンバーグ 50 あか ぶたにく 40 あか ぶたにく 20 あか ぎゅうにゅう

ミルクスープ たまねぎ 45 みどり たまねぎ 40 みどり ぎゅうにゅう 206 あか
ベーコン 15 あか にら 10 みどり キャベツ 30 みどり おやこどんのぐ
たまねぎ 40 みどり つちしょうが 1.5 みどり にんじん 10 みどり とりにく 20 あか
じゃがいも 20 き こいくちしょうゆ★ 2.5 にら 10 みどり たまご★ 35 あか
アスパラガス 20 みどり さとう 1 き いりごま 1 き あぶらあげ★ 7 あか
にんじん 10 みどり りょうりしゅ 0.8 にんにく 0.3 みどり たまねぎ 70 みどり
しめじ 7 みどり みりん 0.6 こいくちしょうゆ★ 2.5 あおねぎ★ 10 みどり
ぎゅうにゅう 10 あか あぶら 0.3 き さとう 2 き さとう 2.5 き
スキムミルク 3 あか あおさじる あぶら 0.5 き こいくちしょうゆ★ 3
こめこ★ 1.5 き あおさ 7 あか みりん 0.3 みりん 0.8
コンソメ 1 とうふ 25 あか ごまあぶら 0.3 き りょうりしゅ 1
あぶら 0.2 き だいこん 35 みどり ちゅうかスープ 0.2 だしパック 2
しお 0.1 にんじん 7 みどり トックスープ でんぷん 0.8 き
こしょう 0.01 えのきたけ 7 みどり とりにく 8 あか だしのもと 0.5

ミルメーク（コーヒー） あおねぎ★ 5 みどり ミニトック 20 き あじのみりんやき
ミルメーク 5 き みそ 8 あか だいこん 30 みどり あじのみりんやき 40 あか

だしパック 2 しめじ 7 みどり
あおねぎ★ 5 みどり
うすくちしょうゆ★ 1.5
ちゅうかスープ 1
あぶら 0.3 き
こしょう 0.01

カルシウム
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　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名

１９日（金）　ならの日 ２２日(月) ２３日(火)　ふるさと給食（沖縄県） ２４日(水）

栄
養
三
色

１５日（月） １６日（火） １７日（水） １８日（木）

６月　きゅうしょくこんだてひょう

　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名

２５日(木) ２６日(金) ２９日(月) ３０日(火)

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　広陵町教育委員会教育総務課

　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名

  「★」…奈良県
ならけん

産
さん

または奈良
なら

県内
けんない

で製造
せいぞう

された食材
しょくざい

    　「　 　　」…広陵町
こうりょうちょう

または広陵町内
こうりょうちょうない

で製造
せいぞう

された食材
しょくざい

３５２mg
えいようりょう（月平均）

エネルギー たんぱくしつ

６１７kcal


