
．4嘉　　一‾ ����� � �〃？ 鶴沼　　　岡本中学校 “P �和プロ 曜日 木 �年度 　献立名 ロールパン牛乳ポトフスープ ���血や肉になる �勲や力の元になる �体の調子を整える �栄養価 ��備考 

日 9 �����　ーさ． 牛乳，ベーコン．鶏肉 �ロールパン．じゃがいも． �キャベツ。にんじん．玉葱パセリ． とうもろこし．か）フラワー． �8 3 3 8 �caI caI 

スパイシーチキン花野菜サラダ ����かたくり扮，鴻 �アスパラガス．プロツユノー 

10 �金 �一はん牛乳白玉雑煮 ���牛乳．鶏肉．なると．鵠ひき肉． �ごほん．自主だんごパン粉， �だいこん．にんじん．ねぎ玉葱． �31．3g 19．5g 2．9な �� 
－ 松風焼 ��き小松菜の煮浸し �みそ，たまごしらす �上白糖．ごま．油 �キャベツ．」まつな．もやし 

14 �火 �スパゲッティナポリタン牛乳 ベストサンドチキンマリネ ���牛乳ベーコン、ベストサンド 鶏肉 �スパゲッティ．油 �玉葱．ピーマン，にんじん．もやし． マッシュルーム水禦，キャベツ �8 3 3 �caI KcaI � 

15 �水 �ごほん牛乳小松菜のすまし汁 ���牛亀窒腐さわら．みそ． �ごほん．マヨネーズ上白糖， �にんじん．こまつな，玉葱．パセリ． �3 2 �g � 魚の味噌マヨ焼き じゃがいものそぼろ煮 ���建ひき肉 �じゃがいも，しらたき．油 �ダノンピース 

16 �木 �食パン（ジャム）牛乳ペンネミルク煮 チキンナゲットグリーンサラダ ���牛乳．うずら射ベーコンI 生クリーム．チキンナゲット �食パン．ペンネ．油．バター �玉葱．マッシュルーム水煮． キャベツ．きゅうり．ブロッコリー �80 30－ 37． 3－ 84 �8KcaI 58 4g 3g 7KaI �ナゲット 2個 

17 �金 �ニ色そぼろごほん牛乳 野菜の味噌汁ヨーグルト和え ���牛乳豚ひき肉．たまご 濃紺f，みそ，ヨーグルト �ごほん上白糖． マヨネーズ油．ゼノー �キャベツ，玉葱．こまつな．にんじん， ねぎみかん缶．パイン缶，責棟缶 �c 29．7g 25．59 2．0g 4Ki �� 

20 �月 �ごほんジョア玉葱のすまし汁 庫揚げと豚肉の味噌炒め ���ジョア．わかめ．豚肉．生描け みそ �ごはん，焼きふ，油．三凄絶． かたくり粉 �にんじん．玉葱．ねぎピーマン， キャベツ．しいたけ � �ca g t g I � 

21 �火 �ソフト麺カーどん風牛乳 ���牛乳．鶏肉，油揚げ．焼き竹輪． あおのり．たまご �ソフト麺小麦粉．油．ごま． �干し椎茸．玉葱．にんじん．ねぎ � �Kca g t t �磯辺揚tf 
つ 竹輪の磯辺揚げ白菜のごま和え ����すりごま．上白糖 �はくさい．もやし ���2個 

22 �水 �一はん牛乳トツクスープ ���牛乳たまごわかめ豚肉． �ごほん，もち，小妻扮．ごま油． �玉穂．にんじん．チンゲン築．にら． �漢 �KcaI g g t KI �唐揚げ 
－ 臆国風鶏肉の唐揚げナムル ���鶏肉 �かたくり扮．瀧，はちみつ．ごま �こまつな，もやし ���2億 

23 �木 �ガーリックトースト牛乳 ���牛乳チーズ肉団子 �食パン，オリーブ油． �もやし，にんじん．こまつな，玉葱． �漢 �ca ．3g ．9g ．6g 2KI � 肉団子のスープミートオムレツ じゃが芋のソテー ���ミートオムレツ．麻ひき肉 �マーがノン．じゃがいも．油 �さやいんげん 

24 �金 �ごほん牛乳豚汁 鮭の塩焼きおかか和えみかん ���牛乳豚肉．豆腐．みそ．さけ． かつお節 �ごほん．じゃがいも �ごぼう．だいこん，にんじん．ねぎ こまつな，もやし．みかん �臆 �ca ．8き ．6g ，eg I � 

27 �月 �冬野菜カレー（菱ご飯）牛乳 ���牛乳描肉．たまご �婁ごほん．じゃがいも．三温柵 さつまいも．パター．油． �にんじん－だいこん．とうもろこし． れんこん，りんごソース．玉葱． �獲 �eKca ．36 ．58 ．0g 34KI � 
煮玉子カラフルサラダ ����ドレッシング �か）フラワー，プロツユノー 

28 �火 �食パン（ジャム＆マ一肌ン）牛乳 ���牛乳ベーコン，たまごチーズ �食パンパン粉ドレッシング ヨネーズ上白糖はちみつ �玉葱．にんじん，とうもろこし， �ca 33．68 32．6g 3．0g ��公立高校出願 の為3年生なし イダ）アンスープ肉団子 ツナサラダ手作りカステラ ごほん牛乳かまぼこのすまし汁 鯖のゴールデンソースがけ うめちり和え ���肉団子－ツナ �マ ホットケ－キミックス �キャベツ ���肉団子　2億 

29 �水 ����牛乳かまぼこ．さばみそ． しらす �ごほん．かたくり掛油． 上白糖．ごま瀧 �にんじん．はくさい．ねぎ キャベツ．きゅうり．だいこん �8 3 2 �20KcaI 1．7g 6．46 2．8g � 

木 �きなこ揚げパン牛乳 ホワイトシチューウインナー ベーコンと野菜のソテー ���牛乳．きな粉鳥肉． ウィンナー．ベーコン �コッペパン．ゲラニュー越，油． じゃがいもバター �にんじん．玉葱，パセリ．キャベツ． とうもろこし．絹さや �8 2 3 �14KcaI O．08 7．8g 2．9g �ウインナー 2本 

金 �中華丼牛乳春雨スープ しゃりしゃりピーンズ ���牛乳．豚肉．うずら乱なると． えぴぃか．鶏肉．大豊， ミックスピーンズあおのり �ごほん．油．かたくり粉． 上白糖．鯨豆はるさめ 　◆ �玉葱．にんじん．はくさい．もやし． たけのこ水魚干し椎茸．築ねぎ �823Kcai 32．3g 19．1g 3．0g 曇i裏〃i �� 

※ �材零の部合により、献立を変更する場合がありますので御了承くださいo ������エネルギー830kcai たんばく賞30．0g 繕肪　25．0g は分　2．5g 
きし　め　蹴る　　加　鵬　　　　　　的こら　　的　　　　　　じき∴i的 

治 め で き る さ ざ め ま す � ��隼が榔す、新しいl鋤、舶まるとともに、学校 側庵め∴弧慮う∴い臥．勘胎∴∴∴∴∴∴∴些 りました暢勉強や運動に約分の力をレぉかゆと翻 地合ひこきび郵　きき です。朝の冷え込みが鞭しく起きるのかつらい季節 かつ山崎かんを稜桝ら忠ようこ 活薗個を身につけ、朝ごはんを必ず食べてから螢 ��では1年の墓、一 g　髄的鳶よう 押していくためには、朝ごほんが遜襲 うですが、識写謎さの繍詳しい叢軸 　　ごI 農するようにしましょう∵－－∴＝憎く 
毒 物 ま も て 三議 � ����� 食材 う・こまつな“だいこん・ い・キャベツ・ねぎ“ ぎ・れんこん・みかん・ 

一””一Semm， ．一、　－－す　個真電 　　　●● ���■園表音　さつまいも・さわら・いか し′○○′ 

読後、批言麟萎襲撃餅 ���藷⑯‾臆議、て 
播き　　蘭露して・請 ��琶実り、託馨がで、柳朔日恥∴∴蘭抑制や 詩織治る　柑つきりする　擬の鍋 ∴●： �辞　　　　　　　　職劃匿簾中できる　慮 

競葺も登造・登茎は為をつ 軌、し種鶏緑肥篭めて織暮雲し 　ろしく幕営附1覆し ��莞字　義i蓋 ���蕗 ■溺一一 
つ ��塞き各国害星■l冨踊聞醍聖書88m垂垂 

競葺も登造・登茎は為をつけて、 糾し種鶏緑肥篭めて織き震いと適います。 割き鱗きよろしく幕営附1覆します。 


