
　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 さんさいおこわ しろごはん パン
こめ★ 80 き さんさいおこわ 75 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

やまとポークとなすのメンチカツ いわしのかばやき チャプチェ さけフライ
やまとポークとなすのメンチカツ★ 50 あか いわしひらきでんぷんつき 50 あか ぶたにく 20 あか さけフライ 50 あか
あぶら 5 き あぶら 5 き たまねぎ 35 みどり あぶら 5 き

チンゲンサイのいためもの こいくちしょうゆ★ 2 たけのこ 10 みどり かいそうサラダ
チンゲンサイ 20 みどり さとう 1 き はるさめ 10 き キャベツ 40 みどり
キャベツ 20 みどり みりん 0.8 にら 5 みどり コーン 10 みどり
コーン 10 みどり ぶたじる つちしょうが 0.4 みどり くきわかめ 8 あか
コンソメ 0.5 ぶたにく 15 あか にんにく 0.1 みどり たまねぎドレッシング 7 き
うすくちしょうゆ★ 0.5 とうふ 25 あか こいくちしょうゆ★ 3 オニオンスープ
あぶら 0.4 き だいこん 30 みどり さとう 2 き ベーコン 12 あか
こしょう 0.01 はくさい 25 みどり りょうりしゅ 1 たまねぎ 70 みどり

あおさじる じゃがいも 20 き みりん 0.5 にんじん 10 みどり
あおさ 7 あか にんじん 7 みどり あぶら 0.4 き エリンギ 7 みどり
とうふ 25 あか しめじ 6 みどり トウバンジャン 0.1 かんそうパセリ 0.01 みどり
だいこん 35 みどり あおねぎ★ 5 みどり トックスープ コンソメ 1.5
にんじん 7 みどり みそ 7.5 あか ミニトック 25 き うすくちしょうゆ★ 0.5
えのきたけ 7 みどり だしパック 2 とりにく 15 あか あぶら 0.5 き
あおねぎ★ 5 みどり あぶら 0.2 き だいこん 30 みどり こしょう 0.01
みそ 7.5 あか えのきたけ 7 みどり
だしパック 2 にんじん 5 みどり

むらさきいもチップス あおねぎ★ 5 みどり
むらさきいもチップス 6 き うすくちしょうゆ★ 1.5

ちゅうかスープ★ 0.8
あぶら 0.3 き
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

むぎごはん しろごはん こめこパン しろごはん
こめ★ 72 き こめ★ 80 き こめこパン★ 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 かきあげ にこみハンバーグ マーボーどうふ

チキンカレー さつまいも 20 き ハンバーグ 60 あか とうふ 70 あか
とりにく 20 あか たまねぎ 20 みどり たまねぎ 20 みどり ぶたひきにく 20 あか
たまねぎ 65 みどり ごぼう 10 みどり トマトケチャップ 7 たまねぎ 55 みどり
じゃがいも 50 き ちくわ 10 あか ウスターソース 5 にんじん 10 みどり
にんじん 15 みどり ひじき 0.6 あか コンソメ 0.3 にら 5 みどり
にんにく 0.2 みどり てんぷらこ 15 き さとう 0.3 き ほししいたけ 0.7 みどり
つちしょうが 0.2 みどり あぶら 6 き やさいたっぷりスープ つちしょうが 0.5 みどり
カレールウ★ 7 き こめこ★ 2 き ベーコン 12 あか にんにく 0.3 みどり
カレーフレーク 7 き しお 0.1 じゃがいも 30 き みそ 3 あか
トマトケチャップ 2 なめこのみそしる かぼちゃ 20 みどり あかみそ 3 あか
スイートワイン 1 だいこん 40 みどり こまつな 10 みどり こいくちしょうゆ★ 1
コンソメ 1 とうふ 25 あか にんじん 8 みどり りょうりしゅ 1
ウスターソース 0.5 にんじん 8 みどり しいたけ 5 みどり さとう 0.7 き
あぶら 0.2 き なめこ 8 みどり コンソメ 1 ちゅうかスープ★ 0.5
カレーこ 0.02 あぶらあげ★ 5 あか うすくちしょうゆ★ 0.7 ごまあぶら 0.3 き
こしょう 0.02 あおねぎ★ 5 みどり あぶら 0.3 き トウバンジャン 0.2

アスパラのソテー みそ 7.5 あか しお 0.1 でんぷん 0.7 き
グリーンアスパラガス 15 みどり だしパック 2 こしょう 0.01 しゅうまい
キャベツ 25 みどり こくもつふりかけ しゅうまい 60 あか
コーン 5 みどり こくもつふりかけ 2.5 き
コンソメ 0.7
あぶら 0.5 き
しお 0.05
こしょう 0.01

おいわいゼリー
おいわいこうはくゼリー 45 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 なのはなごはん しろごはん もちげんまいいりごはん
パン★ 50 き アルファかまい 60 き こめ★ 80 き アルファかまい 62 き

ぎゅうにゅう もちごめ 5 き ぎゅうにゅう もちげんまい 8 き
ぎゅうにゅう 206 あか スクランブルエッグ 20 あか ぎゅうにゅう 206 あか もちごめ 7 き

てりやきチキン なのはな 8 みどり さばのうめに あぶら 0.5 き
てりやきチキン 50 あか なめしのもと 2 みどり さばきりみ 50 あか ぎゅうにゅう

キャベツとコーンのソテー うすくちしょうゆ★ 0.5 つちしょうが 0.6 みどり ぎゅうにゅう 206 あか
キャベツ 40 みどり あぶら 0.4 き うめペースト★ 4.5 みどり ぶたにくのスタミナいため
こまつな 10 みどり ぎゅうにゅう りょうりしゅ 3 ぶたにく 40 あか
コーン 7 みどり ぎゅうにゅう 206 あか さとう 2 き たまねぎ 40 みどり
うすくちしょうゆ 0.8 あじフライ こいくちしょうゆ★ 1.5 キャベツ 30 みどり
コンソメ 0.7 あじフライ 50 あか みりん 1 にら 7 みどり
あぶら 0.5 き あぶら 5 き チンゲンサイのしおこうじいため つちしょうが 0.3 みどり

クリームスープ わかたけじる チンゲンサイ 20 みどり にんにく 0.1 みどり
ベーコン 12 あか たけのこ 10 みどり キャベツ 25 みどり こいくちしょうゆ★ 2.5
たまねぎ 45 みどり とうふ 25 あか ちくわ 7 あか さとう 1 き
じゃがいも 30 き だいこん 30 みどり しおこうじ 2.5 りょうりしゅ 1
チンゲンサイ 10 みどり えのきたけ 8 みどり うすくちしょうゆ★ 0.5 あぶら 0.5 き
にんじん 7 みどり あぶらあげ★ 5 あか あぶら 0.3 き トウバンジャン 0.2
しめじ 5 みどり あおねぎ★ 5 みどり みそにゅうめん たぬきじる
ぎゅうにゅう 10 あか かんそうわかめ 0.7 あか そうめんのふし★ 7 き とうふ 20 あか
スキムミルク 3 あか だしパック 3 たまねぎ 35 みどり ごぼうてん 15 あか
こめこ★ 1.5 き うすくちしょうゆ★ 2.7 あぶらあげ★ 7 あか だいこん 30 みどり
コンソメ 1.2 みりん 0.6 にんじん 7 みどり こんにゃく★ 15 き
あぶら 0.2 き しめじ★ 6 みどり えのきたけ 7 みどり
しお 0.1 あおねぎ★ 5 みどり にんじん 7 みどり
こしょう 0.01 だしパック 2 あおねぎ★ 5 みどり

みそ 7.5 あか つちしょうが 0.5 みどり
だしパック 3
でんぷん 3 き
うすくちしょうゆ★ 1.5
あぶら 0.5 き

　　　献立名

　　　献立名
２１日（木） ２２日（金） ２５日（月）　ならの日

　　　献立名 　　　献立名　　　献立名
２６日（火）

　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名 　　　献立名

１５日（金） １８日（月） １９日（火）　 ２０日（水）
　　　献立名

４月きゅうしょくこんだてひょう
栄
養
三
色

１１日（月）　かみかみデー １２日（火） １３日（水) １４日（木） 

　　　献立名 　　　献立名



数量 栄養三色 数量 栄養三色

しろごはん パン
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 206 あか ぎゅうにゅう 206 あか

いもたき なすとトマトのペンネ
とりにく 15 あか ペンネ 28 き
さといも 40 き ベーコン 15 あか
あつあげ★ 30 あか たまねぎ 45 みどり
ごぼう 25 みどり なす 25 みどり
こんにゃく★ 25 き にんじん 8 みどり
にんじん 15 みどり エリンギ 7 みどり
ほししいたけ 1.2 みどり にんにく 0.3 みどり
だしパック 3 かんそうパセリ 0.01 みどり
うすくちしょうゆ★ 2.5 カットトマト 25 みどり
さとう 1.2 き トマトケチャップ 18
こいくちしょうゆ★ 1 あぶら 1 き
みりん 1 コンソメ 0.4

あつやきたまご オリーブオイル 0.2 き
あつやきたまご 60 あか しお 0.1

ほうれんそうのごまあえ こしょう 0.01
ほうれんそう 35 みどり いちみとうがらし 0.01
きりぼしだいこん 2.5 みどり ブロッコリーサラダ
すりごま 1 き ブロッコリー 40 みどり
うすくちしょうゆ★ 1.8 コーン 8 みどり
さとう 0.7 き クリーミードレッシング 6 き

２８日（木）　２７日（水）ふるさと給食 愛媛県
　　　献立名 　　　献立名

６１１kcal ２４．１ｇ ３６０ｍｇ

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

★・・・・・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４年度 広陵町教育委員会事務局教育総務課


