
令和元年度 ����献立表 �岡本中学校 
日 �曜日 �献立名 �血や肉になる �熱や力の元になる �体の調子を整える �栄養価 ���備考 

3 �月 �ごほん牛乳豆腐のすまし汁 いわしのさんが揚げ 切り干し大根の煮物福豆 �牛乳．豆粛わかめI いわしさんが続き越肉， さつま鋤け福豆 �ごほん，油．しらたき，三連接　l �こんじん，玉葱．切干しだいこん �3 2 �KcaI t t t �� 

4 �火 �食パン（ジャム）牛乳 キャベツと卵のス「プ 鶏肉の香味ソースがけポテトサラダ �牛乳．たまごベーコン．鶏肉， ロースハム �食パン．かたくり粉．瀧． 上白京じゃがいも． マヨネーズ �キャベツ．王憲．にんじん，こまつな． きゅうり �3 3 �KcaI g t g �� 

5 �水 �鶏ごぼうごほん牛乳 じゃが芋の昧噌汁蓮根の挟み揚げ もやしのごま和え �牛乳鶏肉油揚げみそ �ごほん．上白絡じゃがいも． 油．ごま �ごぼう．干し椎茸．にんじん．玉葱． � �Kcd g g g ��はさみ揚げ 　2億 わかめ．蓮根の挟み縄if ��もやし．さやいんげん 

6 �木 �ソース焼きそば牛乳揚げぎょうざ �牛乳豚肉．ぎょうざ �蒸し中書麺．油． �にんじん．玉葱．キャベツ．もやし． ピーマンとうもろこし． � �KcaI g g g ��ぎょうざ 2倍 
カラフルサラダ ��フレンチドレッシング �か）フラワー．プロツユノー 

7 �金 �ごほん牛乳おでん風煮 �牛乳．焼き竹輪．きつ家綱げ �ごほん．さといも．こんにゃく． �だいこん．にんじん．れんこん． � �Kcai g g g �� 
野菜チップス �ウィンナー，こんぶ．うずら蘭 �じゃがいも．油 �ごぼう 

10 �月 �ごほんジョア白菜のすまし汁 �ジョア．油揚げ鶏肉． �ごほん．かたくり粉川、隻粉． �はくさい．玉葱．にんじん， � �Kcd g l g �� 
鶏肉とこんにゃくの味噌がらめ �大豆．みそ �油．こんにゃく上白糖 �こまつな．グリンピース 

12 �水 �ポークカレー（麦ごはん〉牛乳 �牛乳．豚肉．卵想き．わかめ． �婁ごほん．じゃがいもバター �にんじん．玉葱、りんごソース， �804KcaI 29．9g 20．68 2．7g ��� 
卵焼き和風チキンサラダ �鶏ささ身 ��キャベツ 

13 �木 �セサミトースト牛乳キャロットスープ �牛乳．鶏肉ハンバーグ �食パン．マーカノン．ごま． �とうもろこし，にんじん．蓋想 �漢 �×caI g g g ��公立高校 入試の急 3年給食なし 
ハンバーグ温野菜 ��ゲラニュー絡．濃 �プロッゴノー．キャベツ．とつもろ－し 

14 �金 �ごほん牛乳ワンタンスープ 回鍋肉風炒めミニココアクッキー �牛乳．鶏ひき肉．鱗肉 �ごほんi油．ココアクッキー �もやし．にんじんこまつな．ねぎ キャベツ．テンゲン菜．ピーマン �漢 �Kcai g g t 

17 �月 �ごほん牛乳はんぺんのすまし汁 �牛乳，はんぺん．わかめ． �ごほん．油．こんにゃく三選糖 �にんじんエ想．ねぎ �8 2 �32KcaI 9．8g ��公立高校 入試の為 
」 サ－モンタルタルフライ筑前煮 �サーモンタルタルフブイ．、 焼き竹輪競り重篤．鶏肉 ��さやいんげん．たけのこ �24．0g 3．1g �� �3年給食なし 公立高楼 入試の為 

18 �火 �味噌ラーメン牛乳 �牛乳．擁肉．わかめ． �ホットラーメン．油．喜巻き �もやし．にんじん，はくさい．ねぎ とうもろこし．キャベツ．きゅうり �喜 �lKcaI 2g 4g 2g 
春巻きハムサラダ �ロースハム ������3年給食なし 

19 �水 �ごほん牛乳根菜の味噌汁 �牛乳．油揚げ．みそ鳥肉． �ごはん，油上白糖 �にんじん．ごぼう．だいこん．ねぎ こまつな．玉葱．ゲノンピース． �臆 �3KcaI 6g Og lg ��テストの為 1－2年給食なし テストの亀 1．2年給食なし 
親子煮もやしソテー �なると，たまご鶏ひき肉 ��もやし．ピーマン 

20 �木 �ロールパン牛乳洋風かき玉スープ 肉団子ペンネのツナトマトソース 手作りカステラ �牛乳．鶏肉，たまご肉団子． �ロールパン．ペンネ上白糖． ホットケーキミックス �王麓，にんじん．ほうれんそう， グリンピース．トマト缶 �園 �6KcaI 99 1 ツナ �はちみつ ���．な 3．39 ��肉団子2倍 械技大会の為 3年給食たし 

21 �金 �ごほん牛乳すき焼き風煮 ウインナー もやしのシャキシャキサラダ �牛乳豚肉接ぎ豆腐 �ごはんじゃがいもしらたき． �だいこん．にんじん．はくさい， �839 31．18 26．8g 2．1g ��KcaI ウインナー �上白窟 �蓋想ねぎもやし，ほつれんそつ． とうもろこし，レモン果汁 ����　　d ウインナ－2本 

25 �火 �セルフエビカツバーガー牛乳 �牛乳．白いんげん豆． �丸型パン．油．じゃがいも． �玉葱，にんじん，キャベツ． か）フラワー．とうもろこし． �喜 �lKcal 4な 3g lg ��卒業遠足 代休の為 
ポークピーンズ花野菜サラダ �ベーコン．豚肉 �上白禦 �ブロッコリー ����3年給食なし 

26 �水 �ごほん牛乳大根の味噌汁 �牛乳．わかめ．油績iナみそ． �ごほん．油 �だいこん．あきこまつな．王悪． もやし．えのき．にら．にんじん． �804KcaI 31．1g 221 ��� 
豚肉の焼肉風炒めみかんi �豚肉 ��みかん �2．4 ��g g 

27 �木 �ロールパン牛乳コーンスープ �牛乳ベーコン鶏肉 �ロールパン′均一，油． �とうもろこし，玉葱パセリ �840 32・9 37．4 3．I ��KcaI g t t � 鶏肉のマスタード焼き ジャーマンポテト �ウインナー �かたくり扮．じゃがいも 

28 �金 �一はん牛乳、しめん汁 �牛乳鴻禦げ鶏肉さば �ごほん．ふしめん．上白糖 �にんじんごぼうほうれんそう， �3 2 iI �82 4． 2． 3． すi �cd �公立高校 合格発表の亀 
」　　あヽ　′ 鯖の味噌煮キャベツのおかか和え �みそ．かつお節 ��干し椎葉．キャベツ．もやし ����口格発表の 3年給食なし 

※食材 ＿！醜 まだまだ‘ になるなど、 に さて、鯖 が”プ∴意 は、2月の争 ��の部会により、献立を変更する場合カ をul∴∴ひっづ 寒い調が続いていますが、ニュースでスギ花粉 越も∴亀とずらかかんきよう 蔀の訪れが近いことを感じる今鴫このごろで‾ 本にはお龍月をはじめ四季折々の行萌がありま 手樽と食べ物についてご紹介したいと邸ヽます �（ありますので、損 しヽえi∴∴と‖ぐち れ∴∴。享の戸口ま す．．諾藍ま霊謹 最近、全国的i oは、もともと関 �了承ください。 〇九●んきんじつ着つiiか ；i卿脚韻一繊娯轍 とイラギイワシ（ヤイカがシ） を通い払い、無病息災を頬 食費 こ食べられるようになった憩 西の一節地域で蹄売繁盛を �を飾り、五穀農機や舶兜繁 は訂。論でお藁り晶 　こう麟 方巻き∴されるキツネの一軒的 鴫がっっ 翻ってを包んだいなりずし �エネルギー830kcai たんばく賢30．0g 語肪　25．Og i重分　2．5g 

つ日劇い 龍誌 れま 郵虚 の油 と �細雨∴手心 a餅かくらいな。 とを頼って、∴各地の稲椿 い基eLへ′ す。稲借物のおっかいと らeb慮る郵oL 掲げや、油掲げですし紋 章単機，うま越んご をお供えしますへ初午冊子 
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鴨梅 食べられていたものです。　　　　　　　　　　やしもつかれを作る地域もあります
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