
日（ 金）

コッペパン

豆腐グラタン

コーンサラダ

白菜の

クリームシチュー

小魚 牛乳

ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ

日（ 月） 日（ 火） 日（ 水） 日（ 木） 日（ 金）

１・２年生クラスマッチ 発芽玄米入りご飯

３年生　後期選抜 桜えびとみつば 発芽玄米入りごはん

ちらし寿司 発芽玄米入りごはん のため給食はありません のかき揚げ じゃが丸くん

さわらの梅みそ焼き チキンソースカツ きゃべつともやしの 海藻サラダ

和風サラダ 大根と海藻のサラダ サラダ オニオンスープ

豆腐のすまし汁 きゃべつのみそ汁 ふのみそ汁 みかんカラーゼリー

小魚 牛乳 果物 小魚 牛乳 果物 牛乳 小魚 牛乳

ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ

日（ 月） 日（ 火） 日（ 水）

キムタクごはん 発芽玄米入りごはん お赤飯

ますの南蛮漬け 鶏肉の えびフライ＆からあげ

だいこんサラダ バーベキューソース 白菜漬け

じゃがいものみそ汁 もやしのナムル お祝いすまし汁

ABCスープ いちご

牛乳 抹茶プリン小魚 牛乳 小魚 牛乳

ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ ｷﾛｶﾛﾘ- ｇ

今月の栄養価 キロカロリーたんぱく質 ｇ 脂質 ｇ カルシウム ｍｇ 塩分 ｇ 食物繊維 ｇ402
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３年生思い出給食 

 今月は、給食委員会のみな

さんが計画してくれた「思い

出給食」のメニューを取り入

れました。今年は８日、１２

日の２日間に企画しました。 

入試応援献立 ひな祭り献立 

卒業お祝い献立 

３年生思い出給食 
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真田中学校

豆腐グラタン○ 925 kcal

コーンサラダ 32.1 ｇ

白菜のクリームシチュー 33.2 ｇ

4.2 ｇ

さわらの梅味噌焼き 756 kcal

和風サラダ 34.5 ｇ

とうふのすまし汁 21.0 ｇ

3.9 ｇ

チキンソースカツ 851 kcal

大根と海藻のサラダ 35.2 ｇ

キャベツのみそ汁 23.4 ｇ

果物（ぶんたん） 3.3 ｇ

桜エビとみつばのかき揚げ　たれつき 790 kcal

キャベツともやしのサラダ 22.3 ｇ

ふのみそ汁 19.9 ｇ

果物（ぶんたん） 2.6 ｇ

じゃが丸くん 805 kcal

海藻サラダ 22.5 ｇ

オニオンスープ 22.2 ｇ

みかんカラーのゼリー 2.9 ｇ

ますの南蛮漬け・ 790 kcal

大根サラダ 31.0 ｇ

じゃが芋のみそ汁 25.6 ｇ

3.9 ｇ

とり肉のバーベキューソース○ 728 kcal

もやしのナムル 33.0 ｇ

ABCスープ 14.7 ｇ

抹茶プリン 1.9 ｇ

えびフライ・からあげ 870 kcal

白菜漬け 33.6 ｇ

お祝いすまし汁 21.4 ｇ

果物（いちご） 3.7 ｇ

13
水

〇

あずき(乾）,牛乳,
かえり煮干,ｰｴﾋﾞ天
種用,鶏肉,塩昆布,
紅白はんぺん,祝
なると,木綿豆腐

もち米,精白米,発芽
玄米,古代米（紫
米）,小麦粉,パン
粉,米油,米粉,ごま

はくさい,きゅうり,にんじん,
しょうが,たまねぎ,ほうれん
そう,いちご〇お赤飯

12
火

〇

牛乳,かえり煮干,鶏
肉,豚肉,牛乳,あず
き(乾）

精白米,発芽玄米,強
化米,でんぷん,ご
ま,ごま油,上白糖,
じゃがいも,ABCマカ
ロニ,中双糖

しょうが,りんごペースト,も
やし,にんじん,きゅうり,たま
ねぎ,ホールコーン,パセリ,セ
ロリー

〇発芽玄米入りご飯

11
月

ベーコン,牛乳,鱒,
ちりめんじゃこ,油
揚げ,カットわかめ,
味噌

精白米,発芽玄米,強
化米,サラダ油,米
油,三温糖,上白糖,
じゃがいも

キムチ漬け,たくあん,にら,ね
ぎ,キャベツ,だいこん,きざみ
梅漬,にんじん,たまねぎ〇キムタクご飯

8
金

〇

牛乳,かえり煮干,ｻｲ
ｺﾛﾁｰｽ,卵,海藻サラ
ダ,糸寒天,ベーコ
ン,イナァガー

精白米,発芽玄米,強
化米,じゃがいも,で
んぷん,米油,三温
糖,サラダ油,上白
糖,オリーブ油

キャベツ,水菜,ホールコーン,
たまねぎ,にんじん,ねぎ,パセ
リ,ほうれんそう,みかんｼﾞｭｰ
ｽ,レモン果汁

〇発芽玄米入りご飯

精白米,発芽玄米,強
化米,薄力粉,パン
粉,サラダ油,三温糖

だいこん,きゅうり,にんじん,
キャベツ,たまねぎ,ぶんたん

7
木

牛乳,さくらえび,油
揚げ,味噌,カットわ
かめ

精白米,発芽玄米,強
化米,小麦粉,米油,
三温糖,でんぷん,ご
ま油,上白糖,白ご
ま,焼きふ

たまねぎ,にんじん,みつば,
キャベツ,きゅうり,もやし,え
のきたけ,ぶんたん

コッぺパン,マヨ
ネーズ,サラダ油,有
塩バター,小麦粉

ホールコーン,たまねぎ,キャ
ベツ,だいこん,きゅうり,にん
じん,ごぼう,セロリー,はくさ
い,パセリ,しめじ

4
月

〇

油揚げ,錦糸卵,焼き
のり牛乳,かえり煮
干,さわら,みそ,
カットわかめ,糸か
まぼこ,木綿豆腐

精白米,発芽玄米,強
化米,上白糖,三温
糖,ごま油

れんこん,干し椎茸,かんぴょ
うｷｻﾞﾐ,にんじん,ねり梅,キャ
ベツ,だいこん,きゅうり,ホー
ルコーン,たまねぎ,ほうれん
そう

コッペパン

黄の仲間
熱や力の元になる

緑の仲間
体の調子を整える

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質

脂質

食塩相当量

主食

1
金

5
火

小
魚

おかず
赤の仲間

血や肉になる

〇

牛乳,かえり煮干,木
綿豆腐,チーズ,ツナ
フレーク,豚肉,牛
乳,生クリーム

〇

牛乳,かえり煮干,鶏
むね肉,海藻サラダ,
糸かまぼこ,油揚げ,
カットわかめ,味噌

３　月　予　定　献　立

牛
乳

〇

〇

〇

〇

ちらし寿司

発芽玄米入りご飯

発芽玄米入りご飯

日


