
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 600 754

にくじゃが にんじん　さやいんげん たまねぎ

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

21.3 26.1
コッペパン ぎゅうにゅう こめこパン　 718 872

ポークシチュー ぶたにく　ひよこまめ にんじん たまねぎ　にんにく　グリンピース じゃがいも ホワイトルウ　

きりぼしだいこんのペペロンチーノ ベーコン ほうれんそう　 きりぼしだいこん　たまねぎ　にんにく オリーブオイル

 ㋜ おのちゃムース おのちゃムース 25.8 31.4
ごもくまめごはん だいず　あぶらあげ ぎゅうにゅう にんじん ごぼう　グリンピース　しいたけ ★こめ　むぎ　さとう あぶら 614 721

とりにくやさいいりあつやきたまご たまご　とりにく こまつな たまねぎ さとう　でんぷん あぶら

わかたけじる 　　　　とうふ わかめ にんじん　★ねぎ たけのこ　えのきたけ

かしわもち かしわもち 23.0 25.6
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 640 805

なまあげのにくみそに なまあげ　ぶたにく　みそ にんじん　さやいんげん たまねぎ　たけのこ　しいたけ こんにゃく　さとう　でんぷん

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

26.2 32.4
コッペパン ぎゅうにゅう　 こめこパン　 657 774

ささみのレモンふうみ ささみ レモン さとう　でんぷん あぶら

ゆでブロッコリー ブロッコリー

ポトフ ウインナー　ひよこまめ にんじん　ほうれんそう キャベツ　たまねぎ　★だいこん じゃがいも 33.7 37.8
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 629 795

ハッシュドビーフ ぎゅうにく　とうにゅう にんじん たまねぎ　エリンギ　グリンピース じゃがいも　さとう ハヤシルウ

はるやさいのソテー 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 20.8 25.4
むぎごはん ぎゅうにゅう　 ★こめ　むぎ 693 854

さばのレモンペッパーやき さば パセリ レモン あぶら

じゃがいもとキャベツのみそしる なまあげ　みそ わかめ にんじん キャベツ　たまねぎ　しめじ じゃがいも

あまなつ あまなつ 25.1 29.9
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 604 761

ぶたにくとやさいのいそに 　　ぶたにく　なまあげ ひじき にんじん ごぼう　えだまめ

いわくにれんこんとやさいのいためもの チキンハム こまつな　にんじん れんこん　たまねぎ あぶら

22.4 27.0
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 633 799

ビーフカレー ぎゅうにく　だいず　とうにゅう にんじん たまねぎ　にんにく じゃがいも カレールウ

いんげんとコーンのソテー チキンハム さやいんげん とうもろこし あぶら

 ㋜ 22.2 27.1
ぎゅうにゅう こめこパン 646 797

スパゲティナポリタン ポークハム にんじん たまねぎ　しめじ　グリンピース スパゲティ あぶら

ごぼうサラダ にんじん ごぼう　キャベツ　とうもろこし

ごまドレッシング ごまドレッシング 22.7 28.3
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 625 742

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 はるさめ　こむぎこ ラード　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　★ねぎ ★だいこん　たまねぎ

 ㋜ 23.4 27.3
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 634 802

マーボードウフ
とうふ　ぶたにく　みそ にら　にんじん たまねぎ　しいたけ　しろねぎ

にんにく　しょうが
さとう　でんぷん

きりぼしだいこんのちゅうかいため ひらてん にんじん きりぼしだいこん　ごぼう　★きくらげ さとう　 あぶら

 ㋜ 25.1 30.9
ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 607 765

ちゃんこうどん かまぼこ　あぶらあげ わかめ にんじん ★だいこん　ごぼう　しいたけ うどん

とりにくとじゃがいも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 あぶら

21.4 26.3
むぎごはん ぎゅうにゅう　 ★こめ　むぎ 602 754

ぶたにくとやさいのみそに ぶたにく　なまあげ　みそ にんじん れんこん　ごぼう　えだまめ

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

22.2 26.9
パインパン ぎゅうにゅう パイナップル こめこパン　さとう 660 822

さけのクリームシチュー さけ　とうにゅう たまねぎ　しめじ　えだまめ じゃがいも ホワイトルウ　あぶら

にんたまソテー まぐろあぶらづけ にんじん　こまつな たまねぎ

 ㋜ 27.9 34.4
ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 626 776

さわらのスタミナやき さわら にんにく さとう ごま

けんちょう とうふ　とりにく　ひらてん こんぶ にんじん ★だいこん

かわちばんかん かわちばんかん 28.4 33.9
ぎゅうにゅう　しらすぼし ひろしまな　きょうな　だいこんば ★こめ　むぎ　さとう ごま 689 913

さらうどん あげちゅうかめん
はっぽうさい にんじん たけのこ　たまねぎ　キャベツ　もやし でんぷん
あげぎょうざ（小学２こ　中学３こ） とりにく　 ひじき にら たまねぎ　キャベツ ぎょうざのかわ ごまあぶら 24.6 31.5

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 687 823
いわしのうめに いわし しそ うめ さとう

だいずのごもくに とりにく　だいず　なまあげ こんぶ にんじん　さやいんげん ごぼう
びわ びわ 29.5 33.1

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 619 776
あじあじれんこん あじ　 れんこん　えだまめ でんぷん　さとう あぶら

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

25.3 31.0
コッペパン ぎゅうにゅう こめこパン 613 771

やきそば ぶたにく　ちくわ あおのり にんじん キャベツ　もやし　たまねぎ ちゅうかめん

かいそうサラダ ★きゅうり アーモンド

あおじそドレッシング 25.9 31.9
チキンライス とりにく ぎゅうにゅう にんじん　トマト たまねぎ　グリンピース ★こめ あぶら 606 742

ほうれんそうオムレツ たまご ほうれんそう　 でんぷん　さとう あぶら

ミニトマト（小学２こ　中学３こ） ミニトマト

 ㋜ やさいたっぷりスープ ウインナー　ひよこまめ ほうれんそう　にんじん たまねぎ　キャベツ じゃがいも 24.1 27.8
※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。

ぶたにく　いか　うずらたまご

２２
火

２３
水

こんにゃく　さといも　さとう

さといも　こんにゃく　さとう　　　　　あぶら

じゃがいも　こんにゃく　さとう

１６
水

むぎごはん

２５
金

じゃがいも　こんにゃく　さとう

７
月

８
火

むぎごはん
(少なめ)

３０
水 わかめ　あかかえでのり　あかとさかのり

しろとさかのり　くきわかめ　いとかんてん

２８
月

２９
火

・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。

３１
木

　　　　　　　　　　　平成３０年５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
金

 こ    ん    だ    て

１
火

２
水

ぎゅうにく　なまあげ　ひらてん

９
水

コッペパン

１４
月

１５
火

１０
木

１８
金

じゃがいも　こんにゃく　さとう

１７
木

２１
月

むぎごはん

いりこなめし
（少なめ）

２４
木

山口県の 

郷土料理 

あか みどり きいろ 

         ひこんだて 

こどもの日献立 

 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
県から補助をいただいています。 

ぶちおいしい！５月の柳井のやさい 

日積 

学校給食料理コン
クール最優秀賞！ 

はっぽうさいに さらう

どんのめんをいれて 

たべてください。 

余田 

はちじゅうはちや 

八十八夜 

阿月 
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