
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

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 ごまあぶら　あぶら 621 大福

ショウロンポウ（２こずつ） ぶたにく　とりにく キャベツ　たまねぎ　たけのこ　しょうが こむぎこ　はるさめ 809

ファンテヘジャンクッ（タラのスープ） タラ　とうふ チンゲンサイ ★だいこん　しいたけ　しょうが でんぷん　 29.4

（中学のみ）おいわいセレクトデザート タルト

　＊こうはくだいふく あずき　 もちこ　さとう 834

 ㋜ 　＊ももタルト とうにゅう もも こめこ　みずあめ　さとう 24.0 28.8

ちらしずし きざみのり ぎゅうにゅう　のり にんじん
たけのこ　れんこん
かんぴょう　しいたけ ★こめ　むぎ　さとう

635 791

さわらのさいきょうやき さわら　みそ さとう

しらたますましじる とうふ なのはな　★にんじん ★だいこん　★はくさい　えのきたけ にこみもち

もものはなゼリー とうにゅう　 もも さとう 23.7 28.8
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 609 770

ハヤシシチュー ぎゅうにく　とうにゅう にんじん たまねぎ　グリンピース ★じゃがいも　さとう ハヤシルウ

キャベツのアーモンドソテー キャベツ　もやし　とうもろこし アーモンド　あぶら

 ㋜ 18.2 22.1
コッペパン ぎゅうにゅう こめこパン 670 791

ささみのレモンふうみ ささみ レモン でんぷん　さとう あぶら

ブロッコリー＆カリフラワー ブロッコリー カリフラワー

カレースープ ベーコン にんじん たまねぎ　しめじ ★じゃがいも 32.6 37.0
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 620 777

てつっこひじき ひじき さとう ごま

ぶたじゃが ぶたにく　なまあげ　さつまあげ にんじん　さやいんげん たまねぎ

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 さとう ごま 24.0 28.8

いろどりごはん

ぎゅうにゅう

ひろしまな　きょうな
だいこんば　にんじん
かぼちゃ　ほうれんそう うめ ★こめ　むぎ

660 874

ハンバーグトマトソース とりにく　ぶたにく たまねぎ　しめじ

はるさめスープ とうふ　やきぶた にんじん　こまつな たまねぎ　しいたけ はるさめ　

いよかん いよかん 24.8 27.7
チキンライス とりにく　 ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ　グリンピース ★こめ　むぎ マーガリン 682

エビフライ（２びずつ） えび こむぎこ　パンこ　でんぷん あぶら

ゆでブロッコリー ブロッコリー

 ㋜ カラフルとうにゅうシチュー ウインナー　とうにゅう かぼちゃ　ほうれんそう ★だいこん　たまねぎ ★じゃがいも　こむぎこ 24.0
むぎごはん ぎゅうにゅう　 ★こめ　むぎ 641 805

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

けんちょう にんじん ★だいこん　★きくらげ さとう あぶら

りんご りんご 26.1 32.6

ハムステーキ　ゆでキャベツ ボロニアハム ぎゅうにゅう　 キャベツ こめこパン 616 793

ノンエッグマヨネーズ ノンエッグマヨネーズ

(中学のみ）スライスチーズ チーズ

タラのブイヤベースふう 　　　　タラ にんじん　トマト だいこん　たまねぎ　えのきたけ じゃがいも　さとう 28.3 36.5
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 617 761

なっとう なっとう

きんぴらごぼう さつまあげ にんじん ごぼう こんにゃく　さとう あぶら　ごま

じゃがいもとキャベツのみそしる なまあげ　みそ わかめ キャベツ　たまねぎ じゃがいも 23.5 27.2
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 607 764

なまあげのにくみそに なまあげ　ぶたにく　みそ にんじん
たけのこ　えだまめ
しいたけ　たまねぎ

こんにゃく　さとう
でんぷん

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

23.9 29.5

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 大福 729

かやくうどん あぶらあげ　 こまつな　にんじん ★だいこん　ごぼう　しいたけ うどん 671

とりにくとれんこんのみそいため とりにく　みそ ★ねぎ れんこん じゃがいも　さとう 21.8

（小学のみ）おいわいセレクトデザート タルト

　＊こうはくだいふく あずき　 もちこ　さとう 688

　＊ももタルト とうにゅう もも こめこ　みずあめ　さとう 21.1 24.3

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 600 761

ナン ナン

インドふうキーマカレー とりにく　ひよこまめ　とうにゅう にんじん たまねぎ　にんにく　しょうが カレールウ

 ㋜ やさいとツナのソテー まぐろあぶらづけ こまつな もやし　とうもろこし 23.2 29.0

ぎゅうにゅう こめこパン 890

エビフライ（２びずつ） えび こむぎこ　パンこ　でんぷん あぶら

コールスローサラダ にんじん キャベツ　とうもろこし さとう ノンエッグマヨネーズ

 ㋜ カラフルとうにゅうシチュー ウインナー　とうにゅう かぼちゃ　ほうれんそう ★だいこん　たまねぎ じゃがいも　こむぎこ 32.2

ぎゅうにゅう　 ★こめ　むぎ 635 792

さばのカレーしょうゆやき さば さとう

こまつなのソテー こまつな とうもろこし ごま　ごまあぶら　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 23.1 28.0
たきこみごはん とりにく ぎゅうにゅう　 にんじん ごぼう　しいたけ　グリンピース ★こめ　むぎ 611 752

とりにくのてりやき とりにく さとう

ゆでブロッコリー ブロッコリー

おじゃがもちじる とうふ　あぶらあげ　みそ わかめ にんじん ★だいこん　たまねぎ　えのきたけ おじゃがもち 25.3 30.1
※材料の都合により、献立を変更することがあります。

 ㋜の日はスプーンがつきますが、はしは毎日持ってきましょう。

○柳井市でとれたおいしい食材を使っています。

１９
火

２５
月

１５
金

１８
月

１２
火

 こ    ん    だ    て

２２
金

・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。

１３
水

６
水

４
月

５
火

　　　　　　　　　　　平成３１年３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　　　おもにからだをつくる

１１
月

８
金

さといも　こんにゃく　でんぷん

１４
木

むぎごはん

まるパン

コッペパン

７
木

パンこ　こむぎ　でんぷん　さとう

２０
水

とりにく　とうふ　あぶらあげ　さつまあげ

１
金

キムチ
チャーハン

中
学
な
し

小
学
な
し

イエローライス

(半量）

むぎごはん
(少なめ）

★じゃがいも　こんにゃく　さとう

山口県の

郷土料理

あか みどり きいろ

小学おいわい
セレクトデザート

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！３月の柳井のやさい

余田阿月

サンドイッチデー
パンにはさんで

たべましょう

ひなまつり
こんだて


