
エネルギー

ちやにくやほねになる ねつやちからになる からだのちょうしをととのえる そのた たんぱくしつ

ホキフライ ぎゅうにゅう　とりにく ミルクパン ノンエッグマヨネーズ きゅうり キャベツ にんじん 591

ツナサラダ ホキフライ はるさめ はくさい たまねぎ しいたけ 28.3

はるさめスープ ツナ

とりのてりやき ぎゅうにゅう　とりにく こめ さとう ごまあぶら ほうれんそう もやし 598

もやしのあえもの とうふ あげ いりこ じゃがいも コーン たまねぎ にんじん にぼし 25.1

じゃがいものみそしる わかめ ねぎ

かぼちゃフライ ぎゅうにゅう　とりにく パン あぶら さとうじゃがいも かぼちゃ もやし 541

コーンサラダ キャベツ きゅうり にんじん 20.2

やさいスープ コーン たまねぎ パセリ 

ひなまつりメニュー とうふハンバーグ たまご ぎゅうにゅう あつあげ こめ さとう ごま にんじん ごぼう いんげん はくさい こんぶ 621

ごまあえ とうふいりハンバーグ ひなあられ たけのこ たまねぎ ねぎ かつおぶし 23.7

はんぺんじる･ひなあられ はんぺん しいたけ きゅうり キャベツ もやし 

ちくわのカレーあげ③ ぎゅうにゅう ちくわ ぎゅうにく こめ こむぎこ あぶら さとう きゅうり キャベツ にんじん 665

けずりぶしあえ ちりめん  ぶたにく じゃがいも こんにゃく たまねぎ かつおぶし 25.3

にくじゃが あつあげ さつまあげ えだまめ

トマトオムレツ ぎゅうにゅう たまご こくとうパン ごま さとう れんこん きゅうり にんじん 568

れんこんサラダ ベーコン ノンエッグマヨネーズ たまねぎ キャベツ パセリ 21.2

ラビオリスープ ラビオリ

さかなのごまみそやき ぎゅうにゅう ホキ とりにく こめ むぎ ごま あぶら ごぼう にんじん きゅうり ねぎ 606

かみかみサラダ さきいか ちくわ だいず さとう さといも しいたけ だいこん えだまめ にぼし 27.5

いちょうばじる ノンエッグマヨネーズ

リクエストメニュー とりのねぎソースがけ ぎゅうにゅう とりにく ちくわ こめ でんぷん あぶら  ねぎ しょうが きゅうり もやし 698

ごしきあえ たまご とうふ ごま さとうごまあぶら キャベツ コーン にんじん にぼし 28.4

かきたまじる たまねぎ わかめ

てづくりちぐさやき ぎゅうにゅう とりにく とうふ こめ むぎ さとう あぶら ひじき にんじん しいたけ ねぎ 664

ひじきのにもの あげ だいず ちくわ こんにゃく ごま しらたまだんご たまねぎ ごぼう にぼし 28.1

しらたまだんごじる たまご

リクエストメニュー おとうふシュウマイ① ぶたにく ぎゅうにゅう ベーコン こめ さとう ごまあぶら つぼづけ キムチ ねぎ きゅうり 560

やさいのあまずあえ おとうふシュウマイ ごま ひらめんビーフン にんじん キャベツ たまねぎ 18.8

ひらめんスープ はくさい しいたけ

スパゲティミートソース ぎゅうにゅう スキムミルク ぎゅうにく ショートニング さとう あぶら にんじん たまねぎ ピーマン 675

ビーンズサラダ ぶたにく だいず ハム スパゲティ マッシュルーム 27.0

ミックスビーンズ きゅうり キャベツ

リクエストメニュー トンカツ ぎゅうにゅう ぶたにく ハム こめ むぎ あぶら たまねぎ にんじん しょうが 684

シモンドレッシングサラダ トンカツ じゃがいも にんにく りんご コーン 25.7

だいこん きゅうり

マーマレードチキン  ぎゅうにゅう とりにく ハム にんじんパン マカロニ マーマレード きゅうり キャベツ 607

マカロニサラダ おやさいつみれ ノンエッグマヨネーズ はるさめ にんじん たまねぎ もやし ねぎ 26.1

やさいだんごスープ しいたけ しょうが

はるまき ぎゅうにゅう とりにく ぶたにく はるさめ こむぎこ たまねぎ たけのこ キャベツ 706

だいこんのナムル とりささみ  とうふ こめ さとう ごまあぶら ごま にんじん きくらげ きゅうり 26.5

マーボーどうふ さとう かたくりこ だいこん しいたけ ねぎ しょうが

チリコンカン ぎゅうにゅう だいず ぎゅうにく パン さとう あぶら じゃがいも たまねぎ にんじん ピーマン 617

コーンシチュー ぶたにく とりにく トマト コーン グリンピース 26.8

あげさばのソースに ぎゅうにゅう さば ぶたにく  こめ むぎ でんぷん しょうが きゅうり にんじん 686

はくさいのあえもの あつあげ あぶら さとう ごま だいこん ごぼう ねぎ にぼし 25.9

さつまじる・おいわいゼリー こんにゃく さつまいも はくさい

いわしうめに 　ぎゅうにゅう いわし こめ さとう こまつな きゅうり キャベツ 651

こまつなのツナあえ 　ツナ とうふ ちくわ レモンかじゅう わかめ にんじん 29.8

わかめスープ とりにく たまねぎ しいたけ

24 もく しろごはん

22 か コッぺパン

23 すい むぎごはん

17 もく にんじんパン

18 きん しろごはん

15 か ココアパン

16 すい カレーライス
（むぎごはん）

11 きん むぎごはん

14 げつ
キムタクごはん

9 すい むぎごはん

10 もく
しろごはん

7 げつ しろごはん

8 か こくとうパン

3 もく コッぺパン

4 きん
ちらしずし

1 か ミルクパン

2 すい しろごはん

ざいりょう
ひ よう しゅしょく
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3月 こんだてひょう 
牛深学校給食センター （７２－４１５８） 

卒業 

 今年度も、学校給食へのご理解、ご協力ありがとうござい

ました。来年度も子どもたちの心と体の健やかな成長を支え

ていけるよう、安全安心なおいしい給食づくりに努めてまい

りますので、よろしくお願いいたします。 
 

牛深学校給食センター 


