
★鮭フライ 【1こ】 　米ぬか油 【7.5】
★タルタルソース【1袋】

　キャベツ 【30】 　にんじん 【5】　
★薄口しょうゆ【0.5】 　塩昆布 【1】

　たまねぎ 【20】　 　生しいたけ【5】　
　大根 【10】　 　葉ねぎ【5】　
　うすあげ【5】　 ★淡色辛味噌 【8】
★だしパック 【1.2】

★炊き込みわかめ【2】

　若鶏もも皮つき【35】 　にんじん 【10】 　若鶏もも皮つき【60】 　にんにく 【0.8】 　ししゃも ★白身フライ【50】 　米ぬか油 【6】
　たまねぎ 【50】　 　じゃがいも 【35】　 ★中華麺【35】　 　豚もも肉【20】　 　塩 【0.2】 　こしょう【0.03】 ★タルタルソース（卵不使用）【1袋】
　グリンピース【3】　 　しめじ【7】 ★もやし【20】 　ほうれん草【20】
　にんにく 【0.3】 　しょうが 【0.3】 　にんじん 【10】　 　葉ねぎ 【3】　 　キャベツ【20】 ★もやし 【15】
　カレー粉 【0.15】 ★カレールウ【12】 ★薄口しょうゆ【2】 ★中華だしの素 【1.5】 　きゅうり 【25】 ★ツナ 【5】 ★ささみ【5】 ★レモン果汁【1】 　小松菜【15】 ★ツナ 【7】
★とんかつソース【1.5】 ★ケチャップ 【2】 　塩【0.05】 ★濃口しょうゆ【1.5】 ★レモン果汁【1】 ★枝豆【10】 ★枝豆【5】 ★炒りごま【0.7】 ★レモン果汁【1】 　にんじん 【10】
　塩【0.02】 　米ぬか油 【2】 　水 【100】 　こしょう【0.02】 　米酢【2】 　こしょう【0.02】 　砂糖【1】 ★濃口しょうゆ【1.5】 　コーン【7】 　こしょう【0.02】
　水 【65】 　砂糖 【1.2】　 ★濃口しょうゆ【1】 ★薄口しょうゆ【2】　 　砂糖 【1.3】

　塩【0.03】 　オリーブ油 【0.7】
　ブロッコリー 【30】 　コーン【15】 ★木綿豆腐 【20】　 　里芋【25】

　キャベツ 【25】 　乾燥ひじき【0.8】 　砂糖 【1.2】 ★濃口しょうゆ【1.5】 　たまねぎ 【20】 　しめじ 【5】 　キャベツ 【20】 　にんじん 【10】
　コーン【5】 　にんじん 【5】 　米酢 【1.5】 ★ごま油 【0.7】 　じゃがいも 【25】 　たまねぎ 【20】 　葉ねぎ【5】 ★淡色辛みそ【8】 　たまねぎ 【20】 　グリンピース【5】
★薄口しょうゆ【1.8】 　米酢 【1.5】 　こんにゃく 【15】 　葉ねぎ 【5】 ★だしパック 【1.5】 　水 【1１0】 　しめじ 【5】 ★コンソメ【1.8】
　砂糖【1.5】 ★ごま油 【0.5】 ★淡色辛みそ 【8】 ★だしパック【1.5】 ★薄口しょうゆ 【1】 　こしょう【0.02】
　塩 【0.0５】 　水 【110】 　水 【110】

　 　 　 　 　

★コッペパン 【1こ】
★ウインナー・ソーセージ【小１本・中２本】

　豚もも肉【35】 　たまねぎ 【55】 ★高野豆腐 【8】 　豚ひき肉 【40】 　若鶏もも肉 【２こ】 　しょうが 【1.5】 ★鯖（さば） 【1切】　 ★淡色辛みそ 【3.9】 　キャベツ 【35】 ★ケチャップ【1袋】
　にんじん 【15】 　しめじ【10】 　たまねぎ 【35】　 　にんじん 【10】 　にんにく 【0.5】 ★濃口しょうゆ【3】 　砂糖【2.6】 　純米酒 【1.8】
　トマト 【10】 ★ハヤシルウ 【12】 　白ねぎ【10】 　しょうが【0.5】 　純米酒 【1】 　片栗粉 【10】 　水 【1.1】 　しょうが 【0.8】
★コンソメ【0.7】 ★デミグラスソース【5】　にんにく 【0.5】 ★赤色辛みそ 【7】 　米ぬか油 【4.9】 　本みりん【1.3】 　若鶏もも皮なし【15】　　たまねぎ 【55】　
★ケチャップ 【0.8】 　塩【0.02】 ★中華だしの素【1.3】 　砂糖【1.8】 ★枝豆【10】 　しめじ 【7】　
　こしょう【0.02】 　にんにく 【0.5】 　純米酒 【2】 　片栗粉 【2】 　にんじん 【10】　 　コーン【10】
　赤ワイン【2】 　米ぬか油【1】 ★トウバンジャン【0.05】　水 【35】 　キャベツ【20】 　にんじん【5】 ★木綿豆腐 【20】 　ほうれんそう【8】 　パセリ 【0.2】 ★牛乳 【15】　
　水 【65】 ★テンメンジャン【0.25】　米ぬか油【0.5】 　ほうれん草【20】 ★炒りごま【0.8】 　しめじ【5】 　カットわかめ【0.4】 ★コンソメ 【0.5】 ★ポタージュの素【9】

★濃口しょうゆ【1.6】 　砂糖【1】 　葉ねぎ 【3】　 ★薄口しょうゆ【3】　 　塩【0.05】　 　水 【90ｇ】
★濃口しょうゆ【1】 ★だしパック 【1.5】

　きゅうり 【15】 ★ツナ 【5】 　きゅうり【20】 ★ロースハム【5】 　塩 【0.05】 　水 【110ｇ】
★レモン果汁【1】 ★枝豆【10】 　キャベツ 【10】 　砂糖【0.45ｇ】 　じゃがいも 【25】 　こんにゃく【15】
　コーン【15】 　米酢【2】 ★濃口しょうゆ【1.4】 ★ごま油 【0.6ｇ】 　えのきたけ 【10】 ★うすあげ 【5】
　こしょう【0.02】　 　砂糖 【1.2】 　米酢 【2】 ★炒りごま【0.6】 　にんじん 【10】 　乾燥しいたけ【0.5】　 　乾燥ひじき【0.8】 　切り干し大根 【3】
★濃口しょうゆ【1】　 　塩【0.1】 　葉ねぎ【5】 ★淡色辛みそ【8】 ★ちりめんじゃこ 【5】 ★枝豆【5】
　オリーブ油 【0.7】 ★だしパック 【1.5】 　水 【110】 　米酢 【2.6】 　砂糖 【2.3】

★薄口しょうゆ【1.8】

★炊き込みわかめ【2】

★鰯のサクサクあげ 【1尾】 ★ほねく 【1枚】　 　天ぷら粉 【10】 　豚もも肉【45】 　じゃがいも【40】
　米ぬか油 【2ｇ】 ★ソース【1袋】 ★うどん【30】 　若鶏もも肉【25】 　青のり【0.08】　 　塩【0.02】　 　たまねぎ 【50】 　マッシュルーム【5】

　豚もも赤身肉【40】 　じゃがいも 【45】 　葉ねぎ 【5】 　にんじん 【10】 　米ぬか油 【10】 　水 【適宜】 　しめじ【10】 　にんにく 【0.35】
　たまねぎ 【50】 　にんじん 【15】 　かまぼこ【5】 ★うすあげ 【5】 　しょうが 【0.35】 　赤ワイン【1.8】
　こんにゃく【20】 　グリンピース【10】 　小松菜【30】 　にんじん 【8】 　たまねぎ 【25】 　乾燥しいたけ【0.5】 ★ﾋﾞｰﾌシチューの素【9】★コンソメ【0.5】
　砂糖 【3】 ★薄口しょうゆ 【1】 　かつお節 【0.8】 ★濃口しょうゆ【1.8】　 ★だしパック 【1.5】　 　塩【0.02】 　ごぼう【30】 　豚もも肉【35】 　こしょう【0.02】 ★ウスターｿｰｽ【0.5】
★濃口しょうゆ 【4】 　本みりん 【2.5】 　砂糖 【0.8】 ★薄口しょうゆ【４】 ★濃口しょうゆ【2】 　にんじん 【15】 　こんにゃく【20】 ★ケチャップ 【5】 ★デミグラスｿｰｽ【5】
★だしパック【2】 　米ぬか油 【0.5】 　本みりん【1.2】 　水 【110】 　砂糖【2】 　本みりん【0.5】 　にんじん【10】 　米ぬか油【1】
　水 【40ｇ】 ★濃口しょうゆ【3】 ★だしパック【0.5】 　水 【60】 ★枝豆【5】

　じゃがいも 【25】 　こんにゃく【15】 　水 【10】 ★ごま油 【0.5】
　えのきたけ 【10】 ★うすあげ 【5】 　キャベツ【20】 ★もやし 【15】

　キャベツ 【30】 　にんじん 【10ｇ】 　にんじん 【10】 　乾燥しいたけ【0.5】　 ★ささみ【5】 ★レモン果汁【1】 　ほうれん草【20】 ★ツナ 【5】
★薄口しょうゆ【0.6】 　塩昆布 【1.5ｇ】 　葉ねぎ【5】 ★淡色辛みそ【8】 ★炒りごま【0.7】 ★濃口しょうゆ【1.5】 　切り干し大根 【3】 　きゅうり 【２0】 オリーブ油 【0.5】 　乾燥ひじき【0.4】

★だしパック 【1.5】 　水 【110】 　砂糖【1】 ★ちりめんじゃこ【5】 　砂糖【2.4】 　コーン【7】 ★濃口しょうゆ【1.5】
★薄口しょうゆ【2】 　米酢 【2.5】 ★炒りごま【0.7】 　砂糖【0.8】

　米酢 【0.8】 　オリーブ油 【0.5】

※献立および献立表について
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●ポタージュスープ

●きゅうりのコロコロサラダ ●バンサンスウ

★おいわいデザート 【1こ】

●じゃがいものみそしる

●はるやさいのゴマあえ ●すまししる

●ひじきのすのもの

★チーズ　１こ

●かやくうどん

●キャベツとささみのごまあえ

★かしわもち　１こ

●にくじゃが

●こまつなのおかかあえ

●ぐだくさんみそしる

★きんぴらごぼう

★はりはりづけ

●ブラウンシチュー

●ほうれんそうのサラダ

になります。

今月の生産者さん
献立表の数値・数量は

都合により、献立もしくは食材を変更する場合があります。 小学校中学年１人当たりの値です。

変更した場合は学校へ連絡いたします。 低学年・・・１０％減

食材の詳細については学校から配布される 高学年・・・１０％増

631/742 ●セルフサンド

●キャベツとひじきのサラダ

●こまつなとツナのサラダ

●コンソメスープ

15 16 17 18 19

●きゅうりとツナのサラダ

●じゃがいものみそしる

●キャベツとささみのごまあえ

●ぐだくさんみそしる

629/781●げんまいごはん 675/858 ●ごはん 681/843 ●ごはん 668/863 ●ごはん

●ブロッコリーとコーンのサラダ

★小魚アーモンド 【1ふくろ】

●カレーライス ●とりにくのパリパリやき ●しろみさかなのフライ

●げんまいごはん 696/863 ●わかめごはん 607/740 ●ごはん 638/751 ●ごはん 589/738 ★コッペパン 708/865

●しょうゆラーメン
●やきししゃも　２尾（中３尾）

金

8 9 10 11 12

小学校中学校、同一献立になります。

献立表も同一のものとなります。

ただし、（小）は小学校のみ、（中）は中学校のみの提供です。

月 火 水 木

4月学校給食予定献立表 かつらぎ町教育委員会

　進級・進学おめでとうございます。
冬の寒さもすっかりなくなり春らしくなりました。
進級し、新しいクラスになり環境が変わると、体力
をたくさん使います。
新学期から体調を崩さないように、１日３食しっか
り食べて、睡眠・休息を十分にとりながら過ごしま
しょう。

　小学校１年生、中学校１年生のみなさん、入学お
めでとうございます。

　○○小学校の１年生は４月○○日から
　○○中学校の１年生は４月○○日から
給食が始まります。

　今年度も、安心・安全な給食を提供できるように
努めてまいります。
よろしくお願いします。

献立表のみかた

　　　　　

●ごはん

★鮭フライ　１個

●キャベツの昆布あえ

●大根とたまねぎの味噌汁

700/815

●さばのみそに

宮本さん・・・葉ねぎ、玉ねぎ
道の駅さん・・キャベツ
雪谷さん・・生しいたけ
セイコーファームさん・・しめじ

●ごはん 712/872 ★コッペパン 704/856

●キャベツとにんじんのこんぶあえ

★だし巻き玉子　１こ ●いわしのサクサクあげ ●ほねくのいそべあげ

●ごはん 642/791 ●ごはん 642/815 ●わかめごはん 649/762

成分表をご確認ください。（★がついているもの）

●ハヤシライス ●ごもくまーぼーとうふ ●わかどりのからあげ

22 23

中学生・・・３０％増

※牛乳は毎日つきます。

献立名

★マークがある材料には、
「アレルギー食物一覧表」で
アレルギーの確認をお願いし
ます。
（一覧表はアレルギーを保有

材料

使用する食材は、都合に

より変更になる場合がり

ます。
その際は、学校を通じて
連絡します。

教室掲示用


