
津堅学校調理場
TEL:098-978-2141

◎材料、その他の都合により献立を変更することがあります。　全ての献立には、寄贈されぬちまーすを使用しています。

おもに体の組織をつくるおもにエネルギーとなるおもに体の調子を整える
（赤の食品） （黄の食品） （緑の食品）

たんぱく質 ・無機質 炭水化物 ・脂肪 ビタミン

人参､玉葱､ピーマン､しめじ､

セロリ､かぼちゃ､きゅうり､赤

ピーマン､コーン､ブロッコ

## 29

（金）

27 牛乳､中華風炊き込みご飯､はるさめスープ

レバーの南蛮漬け､千切大根のナムル

牛乳､エビ､かにかまぼこ､

わかめ､豚レバー

人参､小松菜､椎茸､きくらげ､

玉葱､ほうれん草､長ねぎ､生

姜､切干大根､きゅうり､えのき

米､砂糖､春雨､小麦粉､で

ん粉､サラダ油､ゴマ､ごま

油

## 25 25

##

## 23 16

25 15

## 26 23

##

## 25 16

26 46

26

##

## 31 31

23 15

脂

質

栄養価(上小、下中)

##

## 22 15

13

牛乳､ぬちまーすごはん､沖縄風みそ

魚のシークワーサーソースかけ､三色ごま和え

牛乳､豆腐､豚肉､みそ､グ

ルクン

米､こんにゃく､小麦粉､で

ん粉､サラダ油､砂糖､ゴマ
##

エ

ネ

ル

ギ

ー

タ

ン

パ

ク

質

## 33

牛乳､大根葉の雑炊､にんじんシリシリ

ミミガーの酢みそ和え､ぜんざい

牛乳､豚肉､ツナ､みそ､卵､

ミミガー ､金時豆

米､サラダ油､砂糖､白玉団

子､黒糖

だいこんの葉､人参､冬瓜､玉

葱､ピーマン､きゅうり､もやし

25
（水）

牛乳､スパゲティーナポリタン､コーンスープ

いわしのカリカリフライ､コロコロサラダ

牛乳､豚肉､鶏肉､牛乳､い

わしのごまあげ､エビ､イ

カ

スパゲティー､サラダ油､

じゃがいも､砂糖､ゴマ

人参､玉葱､ピーマン､赤ピーマ

ン､黄ピーマン､マッシュルー

ム､しめじ､にんにく､コーン､

24
（火）

牛乳､麦ごはん､里芋のみそ汁､鮭の塩焼き

きんぴら
牛乳､みそ､鮭､豚肉

米､麦､里芋､こんにゃく､

砂糖､ごま､サラダ油

人参､小松菜､ごぼう､レンコ

ン､きぬさや､とうがらし

23
（月）

牛乳､ごはん､きのこストロガノフ､ごぼうサラ

ダ

牛乳､豚肉､白花豆ペース

ト､脱脂粉乳

米､じゃがいも､小麦粉､

マーガリン､サラダ油

マッシュルーム､椎茸､えのき

茸､しめじ､玉葱､人参､にんに

く､パセリ　､ごぼう､もやし､

20
（金）

牛乳､麦ごはん､お雑煮､さわらの西京焼き

きゅうりとイカのごまみそ和え

牛乳､カステラかまぼこ､

さわら､みそ､イカ､わかめ
米､麦､もち､ふ､砂糖､ゴマ

小松菜､大根､椎茸､三つ葉､生

姜､きゅうり､人参

19
（木）

牛乳､あわご飯､トマトの中華スープ

厚揚げと野菜の炒め物､海藻サラダ

牛乳､卵､豆腐､ベーコン､

厚揚げ､イカ､エビ､海藻

米､あわ､ごま油､でん粉､

砂糖､オリーブ油

トマト､長ねぎ､にんにく､チン

ゲン菜､白菜､人参､玉葱､竹の

子､生姜､もやし､きゅうり

18
（水）

牛乳､ごはん､大根のスープ､魚のハーブ焼

き　　　　　　アスパラサラダ

牛乳､ホキ､ミックスビー

ンズ
米､オリーブ油

人参､小松菜､ごぼう､大根､パ

セリ､バジル､アスパラ､きゅう

り､コーン

17
（火）

牛乳､わかめじゃこごはん､みそ汁

きびなごの甘辛、千草和え

牛乳､わかめ､しらすぼし､

みそ､みそ､きびなご､卵

米､小麦粉､でん粉､サラダ

油､砂糖､水あめ､ゴマ

大根､人参､小松菜､もやし､白

菜､ほうれん草

16
（月）

牛乳､バジルスパゲティー､オニオンスープ

コロッケ､ココアケーキ

牛乳､あさり､イカ､エビ､

ベーコン､チーズ､卵

スパゲティー､オリーブ

油､バター､コロッケ､サラ

ダ油､小麦粉､砂糖

マッシュルーム､人参､玉葱､赤

ピーマン､ピーマン､にんにく､

いんげん

13
（金）

牛乳､クーブジューシー､アーサのゆし豆腐汁

冬瓜のそぼろ煮､パパイヤの梅肉和え

牛乳､昆布､豚肉､カステラかま

ぼこ､ゆし豆腐､みそ､厚揚げ､

わかめ

米､サラダ油､砂糖

人参､ごぼう､椎茸､にら､アー

サ､大根､玉葱､小松菜､生姜､パ

パイア､梅びしお

12
（木）

牛乳､コーントースト､ポトフ､インゲンソテー

ヨーグルトゼリー

牛乳､チーズ､ツナ､ウイン

ナー､ハム､かんてん､ヨーグル

ト

パン､じゃがいも､サラダ

油､砂糖

玉葱､コーン､大根､人参､キャ

ベツ､セロリ､いんげん､にんに

く

10
（火）

牛乳､麦ごはん､豆腐のみそ汁､さばの梅焼

き　　　　　レンコンとごぼうのサラダ

牛乳､豆腐､わかめ､みそ､

さば､ひじき､大豆
米､麦､ごま油､ゴマ

人参､長ねぎ､梅びしお､レンコ

ン､ごぼう､大根､コーン､きゅ

うり

9
（月）

もやし､冬瓜､山東菜､赤ピーマ

ン､黄ピーマン､アーサ､玉葱､

シイクァサー､人参､キャベツ､

いんげん

6

（金）

高菜､人参､ごぼう､大根､椎茸､

くわい､長ねぎ､小松菜､白菜､

もやし､きゅうり

牛乳､タコライス(麦ごはん､タコミート、キャベツ、チーズ）

きのこのスープ､冬瓜ポンチ

牛乳､豚肉､牛肉､豚レ

バー､大豆､チーズ､ベーコ

ン

米､麦､サラダ油､砂糖

玉葱､人参､ピーマン､にんに

く､キャベツ､えのき茸､しめ

じ､きぬさや､黄桃缶、みかん

缶、パイン缶､冬瓜､ﾚﾓﾝ果汁

4
（水）

5
（木）

（月）

給食

試食会

牛乳､カミカミ菜飯､根菜汁､五目卵焼き

白菜のピーナッツ和え

給食旬間

6日まで

牛乳､ナシゴレン､野菜スープ

温野菜のガドガド風サラダ

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き

平成27年

行事

欠食

日

（曜日）
献 立 名

2月給食予定献立表

牛乳､豚肉､牛肉､豚レ

バー､ベーコン､うずら卵

長ねぎ､生姜､ねぎ､小松

菜､もやし

3

☆学校給食費は、期限内に収めましょう。

（木）

米､サラダ油､でん粉､じゃ

がいも､ﾋﾟｰﾅｯﾂﾊﾞﾀｰ

玉葱､人参､いんげん､椎茸､白

菜､キャベツ､生姜､ブロッコ

リー､カリフラワー､ﾚﾓﾝ

2

牛乳､セルフ恵方巻き（ごはん､納豆みそ､手巻きの

り）　　すまし汁、小松菜ともやしのごま和え

牛乳､豚肉､カステラかまぼこ､

わかめ､ひきわり納豆､みそ

米､アーモンド粉末､砂糖､

サラダ油､ゴマ（火）

26 牛乳､あみパン､トマトシチュー､コブサラ

ダ

牛乳､豚肉､エビ､チーズ､

ひよこ豆､ヨーグルト

パン､じゃがいも､サラダ

油､小麦粉､マーガリン､ハ

ヤシルー

牛乳､大豆､しらすぼし､み

そ､卵､絹ごし豆腐､ツナ､

米､ゴマ､アーモンド粉末､

ﾋﾟｰﾅｯﾂﾊﾞﾀｰ､砂糖
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