
血や肉になる食品 熱や力になる食品  体の調子を整える食品

（赤の食品） （黄色の食品） （緑の食品）

とうふハンバーグのあんかけ ぎゅうにゅう ごはん　あぶら　さとう にんじん　ごぼう　きゅうり 610kcal

ごぼうサラダ とうふハンバーグ ごま　でんぷん　いももち だいこん　はくさい　しめじ 20.2g　16.4ｇ

いももちじる　さくらゼリー ハム　あぶらあげ ドレッシング ねぎ　こまつな 2.3ｇ

なのはなコロッケ ぎゅうにゅう ごはん　あぶら　さとう にんじん　きりぼしだいこん　ねぎ 626kcal

きりぼしだいこんのにもの ぶたにく　とうふ さといも ほししいたけ　だいこん　いんげん 22.6g　17.7g

とんじる　りんご とりにく　みそ ごぼう　りんご 2.4ｇ

さばのぶんかぼし ぎゅうにゅう ごはん　あぶら　さとう にんじん　キャベツ　はくさい 656kcal 白子中学校１年生給食開始

ゆかりあえ さば　ぶたにく ほうれんそう　もやし 28.5ｇ　24.4ｇ 🌼たべものクイズ🌼

すきやきに　ミルメークコーヒー とうふ しめじ　ねぎ 2.4ｇ

にくみそ　ナムル ぎゅうにゅう ごはん　ごまあぶら　さとう にんじん　たまねぎ　しょうが　にら 638kcal

ぎょうざいりスープ ぶたにく　たまご　ぎょうざ ごま　 にんにく　ほうれんそう　もやし 27.4ｇ　20.0ｇ

プリン なると きゅうり　たけのこ　ほししいたけ 2.4ｇ

あじのピリからやき ぎゅうにゅう ごはん　あぶら　さとう にんじん　ねぎ　キャベツ 608kcal

ホイコーロー あじ　ぶたにく ごまあぶら　でんぷん　 ピーマン　たまねぎ　ほししいたけ　ねぎ 32.1ｇ　17.7ｇ

ワンタンスープ つくね ワンタン チンゲンサイ　りんご　しょうが　にんにく 2.8ｇ

（ポークカレー） ぎゅうにゅう ごはん　むぎ　あぶら　さとう にんじん　たまねぎ　しょうが 627kcal

キャベツサラダ ぶたにく　ツナ　こなチーズ じゃがいも にんにく　トマト　きゅうり 22.2ｇ　17.1ｇ

まきばのあさいちごヨーグルト スキムミルク　ヨーグルト キャベツ　 2.3ｇ

とりのからあげ ぎゅうにゅう ごはん　あぶら　でんぷん にんじん　きゅうり　ねぎ 692kcal

マカロニサラダ とりにく　ハム　 マカロニ　マヨネーズ キャベツ　だいこん　しょうが 27.5ｇ　26.2ｇ

なめこじる　おいわいクレープ とうふ　みそ ドレッシング なめこ　にんにく 2.3ｇ

ハンバーグデミグラスソース ぎゅうにゅう ごはん　あぶら　さとう にんじん　きゅうり　コーン 661kcal 白子中学校振替休業日

コールスローサラダ ハンバーグ　とりにく じゃがいも キャベツ　はくさい　にんにく 24.2ｇ　22.0ｇ

やさいスープ　みかんゼリー たまねぎ　マッシュルーム 1.7ｇ

スパゲティサラダ ぎゅうにゅう パン　あぶら　さとう にんじん　キャベツ　きゅうり 629kcal

キャロットポタージュ きなこ　とりにく オリーブオイル　ごまあぶら たまねぎ　パセリ　コーン 24.0ｇ　21.4ｇ

ひとくちようなしゼリー ツナ スパゲティ 2.3ｇ

とりにくのアップルソース ぎゅうにゅう ごはん　あぶら　さとう にんじん　キャベツ　りんご 625kcal

オニドレサラダ とりにく　ぶたにく　ツナ バター　じゃがいも パプリカ　コーン　たまねぎ　ねぎ 29.3ｇ　19.4ｇ

ブラウンシチュー でんぷん セロリ　トマト　しょうが　にんにく 2.6ｇ

あじクリームチーズフライ ぎゅうにゅう ごはん　あぶら にんじん　たまねぎ　にら 654kcal

ごまサラダ あじ　クリームチーズ ごま　じゃがいも こまつな　キャベツ　もやし 23.7ｇ　22.1ｇ

にらたまじる　グレープゼリー たまご　とうふ　みそ ドレッシング 1.9ｇ

チキンのオーブンやき ぎゅうにゅう ごはん　あぶら にんじん　たまねぎ　コーン 653kcal

はるキャベツのクリームスープ とりにく　チーズ じゃがいも　こめこ にんにく　パセリ 27.6g 23.9g

レモンゼリー ぶたにく　ベーコン　はなまめ キャベツ 2.4g

さばのみそに ぎゅうにゅう ごはん　さとう　ごまあぶら にんじん　キャベツ　きゅうり 630kcal

もやしのカレーあえ さば　あぶらあげ じゃがいも もやし　たまねぎ　ねぎ 24.5ｇ　24.2ｇ

みそしる わかめ　みそ しょうが 3.1ｇ

（ちゅうかめん　みそラーメンスープ） ぎゅうにゅう ちゅうかめん　あぶら　ごま にんじん　もやし　はくさい　にら 668kcal

しゅうまい しゅうまい　ぶたにく じゃがいも　マヨネーズ たまねぎ　コーン　にんにく 29.1g　23.5ｇ

ブロッコリーとチキンのサラダ　いちごゼリー とりにく ブロッコリー　パプリカ 3.0ｇ

（ハヤシルゥ） ぎゅうにゅう ごはん　むぎ　あぶら　さとう にんじん　たまねぎ　マッシュルーム 660kcal

ひじきのマリネ ぶたにく　なまクリーム セロリ　トマト　グリンピース 25.5ｇ　21.8ｇ

げんきヨーグルト ひじき　ハム　ヨーグルト キャベツ　きゅうり　コーン 2.3ｇ

きんぴらにくだんご ぎゅうにゅう ごはん　さとう　 にんじん　もやし　キャベツ 653kcal

おかかあえ にくだんご　とりにく　かつおぶし たけのこ　ほうれんそう　はくさい 24.1g　16.2ｇ

きりぼしじる　はちみつレモンゼリー あぶらあげ　とうふ　みそ きりぼしだいこん　こまつな　ねぎ 2.7ｇ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 650kcal　たんぱく質21.1～32.5ｇ

脂質14.4～21.7ｇ  塩分2.0ｇ以下

振替休業日

28 金 たけのこごはん

※物資の都合により献立の内容を変更する場合があります。 小学生8～9歳
の基準値

26 水
みそラーメン

（ちゅうかめん）

27 木
ハヤシライス
（むぎごはん）

24 月

25 火 ごはん

20 木 ごはん

21 金 ガーリックライス

18 火 きなこあげパン

19 水 ごはん

各小学校１年生給食開始

14 金
ごはん

17 月 ごはん

水 ごはん

13 木
カレーライス
（むぎごはん）

10 月 ごはん
Ｑ、「朝ごはんを食べてか
ら登校しましょう」といわ
れています。朝ごはんをと
ることは、なぜ大切なので
しょうか？
Ａ、学習に集中するため
Ｂ、生活リズムをととのえ
るため
C、１日に必要な栄養を３
回に分けてとるため

11 火
ビビンバ
（ごはん）

12

6 木 ごはん

7 金 ごはん

令和５年度 白子町学校給食センター

日 曜
牛
乳

主食 おかず　デザート
エネルギー

蛋白質・脂質
食塩

備考

🌼クイズのこたえは、

A、B、C全部でした！
夜、食べたものは朝に

なる頃には消化されてい

て、脳や体はエネルギー

が不足しています。その

ままでは、学習に集中す

ることができません。朝

ごはんをとることで、脳

や体にエネルギーを補給

したり、生活リズムをと

とのえたりする効果があ

ります。学習に集中して、

元気に過ごすためにも、

朝ごはんをきちんと食べ

て、登校するようにしま

しょう。

ご入学・ご進級

おめでとう

ございます

今の季節おいしいキャ

ベツはアブラナ科の野

菜です。アブラナ科の

野菜にはほかにも

・なばな

・ブロッコリー

・カリフラワー

・かぶ

・小松菜

・白菜

などがあります

入学・進級

おいわい献立


