
たんぱくしつ むきしつ カロテン ビタミンＣ たんすいかぶつ ししつ 小 中

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 635 801

なつやさいカレー ぶたにく　だいず　とうにゅう にんじん　★アスパラガス たまねぎ　★なす　にんにく ★じゃがいも カレールウ

フルーツココ

 ㋜ 19.7 23.9
うめなめし ぎゅうにゅう ひろしまな　きょうな　だいこんば うめ ★こめ　むぎ ごま 602 754

ゴーヤチャンプルー とうふ　ポークハム　たまご ゴーヤ　もやし　★きくらげ あぶら　ごまあぶら

かぼちゃだんごじる なまあげ　みそ わかめ にんじん　かぼちゃ たまねぎ　えのきたけ じゃがいも

21.2 25.7

コッペパン ぎゅうにゅう こめこパン 617 761

ホキのバジルやき ホキ バジル

ミネストローネ ベーコン にんじん　トマト キャベツ　たまねぎ　えだまめ

ひづみぶどう（３こずつ） ★ぶどう 27.6 33.9
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 618 772

こうなごつくだに こうなご さとう

ぶたじゃが ぶたにく　なまあげ　ちくわ にんじん　 たまねぎ　グリンピース

こまつなのごまあえ こまつな もやし　たくあん さとう ごま 24.1 29.0
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 626 780

ぎゅうにくといとこんにゃくのあまからに ぎゅうにく ごぼう いとこんにゃく　さとう ごま

はもだんごのすましじる はもつみれ　とうふ　あぶらあげ わかめ にんじん　ねぎ だいこん　きくらげ

れいとうみかん みかん 24.9 30.5
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 634 801

チキンチキンれんこん とりにく れんこん　えだまめ さとう あぶら　

なすのみそしる とうふ　あぶらあげ　みそ わかめ にんじん ★なす　たまねぎ ★じゃがいも

24.7 30.1
わかめごはん ぎゅうにゅう　わかめ ★こめ　むぎ 657 783

さばのしおこうじやき さば

けんちんじる とうふ　あぶらあげ ねぎ　にんじん ごぼう　しめじ　だいこん さといも　こんにゃく

ミニトマト（２こずつ） ミニトマト 24.4 27.6
チーズパン ぎゅうにゅう　チーズ こめこパン 725 892

ポークビーンズ ぶたにく　だいず にんじん たまねぎ　しめじ　グリンピース じゃがいも　さとう

アスパラガスとコーンのソテー チキンハム ★アスパラガス キャベツ　とうもろこし あぶら

 ㋜ れいとうピーチ もも さとう 30.9 38.1
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 638 805

なつやさいのハヤシシチュー ぎゅうにく　だいず　とうにゅう アスパラガス たまねぎ　なす　エリンギ　 じゃがいも　さとう ハヤシルウ

こまつなのアーモンドいため こまつな もやし　とうもろこし アーモンド　あぶら

 ㋜ 22.0 26.8
（むぎごはん） ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 726 846

ソースカツどん かのこうげんぶた パンこ　さとう あぶら

のっぺいじる とうふ　あぶらあげ ねぎ　にんじん だいこん　ごぼう　

みずまんじゅう あずき かんてん さとう 25.2 28.1
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 614 773

マーボーナス ぶたミンチ　とうふ　みそ にんじん
★なす　たまねぎ　しろねぎ
しいたけ　にんにく　しょうが さとう　でんぷん ごまあぶら

キャベツのごまずあえ わかめ キャベツ　きゅうり さとう ごま

23.5 29.0
アップルパン ぎゅうにゅう りんご こめこパン　さとう 637 799

なつやさいのカラフルスパゲティ ベーコン あかピーマン　きピーマン
なす　ズッキーニ　にんにく
エリンギ　たまねぎ スパゲティ オリーブオイル

かいそうサラダ
わかめ　かえでのり
とさかのり　いとかんてん きゅうり アーモンド　

あおじそドレッシング 22.0 27.0

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 600 750

トンひじき ぶたにく　みそ ひじき ねぎ　にんじん　 しょうが　にんにく さとう ごま　ごまあぶら

やさいつみれじる とうふ　やさいつみれ わかめ にんじん だいこん　たまねぎ

りんご りんご 24.8 30.7
ひじきごはん ひろしまな　きょうな　だいこんば ★こめ　むぎ　さとう 711 836

さんまのしおやき さんま

けんちょう とうふ　ひらてん こんぶ にんじん だいこん

おつきみだいふく とうにゅう こめこ　さつまいも　さとう 28.3 31.4
キムチチャーハン ぶたにく　 ぎゅうにゅう ★にら はくさいキムチ　たまねぎ　にんにく ★こめ　むぎ あぶら　ごまあぶら 610 776

ポークシューマイ ぶたにく　とりにく　まぐろ たまねぎ　グリンピース こむぎこ ごまあぶら

ビーフンじる ベーコン にんじん　ほうれんそう たまねぎ　キャベツ　★きくらげビーフン

 ㋜ なし なし 19.6 24.2
コッペパン ぎゅうにゅう こめこパン 667 827

やきそば ぶたにく　ちくわ あおのり にんじん たまねぎ　キャベツ　もやし やきそばめん あぶら

ごぼうサラダ にんじん ごぼう　きゅうり　とうもろこし

ごまドレッシング ごまドレッシング 25.6 31.5

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 607 747

なっとう なっとう

きりぼしだいこんのあまずあえ にんじん きりぼしだいこん　きゅうり さとう ごま

かぼちゃのみそしる とうふ　あぶらあげ　みそ わかめ かぼちゃ　にんじん たまねぎ　★なす 22.3 25.8

やまぐちけんさんあじつけのり ぎゅうにゅう　のり ★こめ　むぎ 698 905

いわしのカリカリフライ いわし しょうが じゃがいも　こめこ あぶら

うまに とりにく　なまあげ　うずらたまご にんじん れんこん

26.0 32.5
※材料の都合により、献立を変更することがあります。

○柳井市でとれたおいしい食材を使っています。

ぎゅうにゅう　ひじき　しらす

じゃがいも　こんにゃく　さとう　　　あぶら
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★じゃがいも　マカロニ　さとう

じゃがいも　こんにゃく　さとう

　　　おもにからだをつくる
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みかん　パイン　もも　ナタデココ
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・太字は山口県産の食材です。

･太字の材料の前に「★」のついているものは柳井市産です。

　　　　　　　　　　　平成３０年９月　学校給食献立表　　　　　　柳井市立学校給食センター

日
曜

    　　お も な ざ い り ょ う

　　　おもにからだの調子
ちょうし

をととのえる おもにエネルギーのもとになる

むぎごはん
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水

さといも　こんにゃく　でんぷん

さといも　こんにゃく　さとう

２１
金

１４
金

２７
木

２５
火

山口県の

郷土料理

あか みどり きいろ

がんばれ 国体！

ふくいけん りょうり

福井県の料理

米は柳井市産の「きぬむすめ」だけを
使っています。

米粉パンの小麦

粉は「せときらら」
という小麦から
作られます。

山口県産とうふの
大豆は「サチユタ
カ」を使用します。

かみんぐ３０デー

「こどもたちに、山口県のおいしい
食材を食べてもらいたい！」
山口県産の米、大豆、パン、う

どんなどは、ＪＡグループや山口
県から補助金をいただいています。

ぶちおいしい！９月の柳井のやさい

日積

余田

つきみ

お月見こんだて

阿月
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