
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
ゆかりごはん ぎゅうにゅう あかしそ ★こめ　むぎ　さとう 720 851

かつおのいそふうみ かつお あおのり しょうが でんぷん　さとう あぶら

じゃがいものみそしる なまあげ　みそ わかめ にんじん　ねぎ たまねぎ じゃがいも

かしわもち あずき うるちこ　さとう　でんぷん 29.3 35.1

コッぺパン ぎゅうにゅう こめこパン 708 865

ミートボールのあまずあん とりにく　ぶたにく　ぎゅうにく にんじん　ピーマン
たまねぎ　しょうが
たけのこ　しいたけ

パンこ　でんぷん
さとう　じゃがいも

あぶら

ごぼうとナッツのサラダ ごぼう　キャベツ さとう アーモンド

ノンエッグマヨネーズ ノンエッグマヨネーズ 25.2 31.7

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 667 820

マーボーどうふ とうふ　ぶたにく　みそ にんじん　にら
たまねぎ　キャベツ
しいたけ　しょうが
にんにく

さとう　でんぷん ごまあぶら　

きりぼしだいこんとベーコンのソテー ベーコン にんじん　こまつな　 きりぼしだいこん　にんにく 27.4 32.3
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 584 708

やまぶきごはんのぐ
つなみずに　おから
たまご

たまねぎ　えだまめ さとう あぶら

わかたけじる とうふ わかめ ねぎ たけのこ　えのきたけ

あまなつ あまなつ 24.1 28.0
むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 652 838

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　エリンギ
にんにく

じゃがいも カレールウ　あぶら

          ㋜ フルーツあんにん とうにゅう
みかん　ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ　もも
りんご

さとう　みずあめ　でんぷん

パリッシュ かたくちいわし みずあめ　さとう 18.4 24.5

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 616 842

さばのみそに さば　みそ でんぷん　さとう

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 さといも

てつっこひじき ひじき さとう ごま 27.0 31.7

ぎゅうにゅう こめこパン　くろざとう 796 960

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

れんこんサラダ ささみ ブロッコリー れんこん さとう ごま　ノンマヨネーズ

          ㋜ さつまいものクリームに とりにく　とうにゅう にんじん　チンゲンサイ たまねぎ さつまいも　こむぎこ マーガリン 27.7 32.6

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 636 780

やまぐちけんさんなっとう なっとう

なまあげとひじきのにもの
だいず　ひらてん
とりにく　なまあげ

ひじき にんじん　さやいんげん こんにゃく　さとう あぶら

キャベツのみそしる あぶらあげ　みそ わかめ ねぎ キャベツ じゃがいも 27.6 32.5

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 617 770

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

にごみ
とりにく　ひらてん
あぶらあげ

にんじん　さやいんげん
★だいこん　ごぼう
れんこん　しいたけ

さといも　こんにゃく
さとう

かわちばんかん かわちばんかん 23.2 28.2

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 616 757

みそおでん
とりにく　ひらてん
がんもどき　みそ

にんじん ★だいこん
さといも　こんにゃく
さとう

きりぼしだいこんのあまずあえ だいず　 こんぶ　しらすぼし きりぼしだいこん　きゅうり さとう 24.9 29.1
ひじきごはん

だいず　あぶらあげ ぎゅうにゅう ひじき にんじん しいたけ　えだまめ
★こめ　むぎ
こんにゃく　さとう 694 945

とりにくのアーモンドがらめ とりにく　みそ でんぷん　さとう あぶら　アーモンド

けんちょう あぶらあげ　とうふ にんじん　こまつな　 だいこん　しいたけ　★きくらげ さとう ごまあぶら　 31.2 38.4

コッペパン ぎゅうにゅう こめこパン 668 803

チリコンカン
ぶたミンチ
しろいんげんまめ

にんじん　ピーマン
たまねぎ　マッシュルーム
レーズン

さとう

たまごとわかめのトマトふうスープ ベーコン　たまご わかめ ★アスパラガス　トマト たまねぎ でんぷん あぶら　ごまあぶら

オレンジ オレンジ 28.4 33.8
わかめごはん おにぎらずを作って食べよう！ ぎゅうにゅう わかめ ★こめ　むぎ 577 676

あつやきたまご　おおばんのり たまご　 あまのり さとう　 あぶら

さんさいうどん
とりにく　あぶらあげ
ちくわ

にんじん　ねぎ
わらび　えのきたけ
たけのこ　しめじ

うどん
24.1 27.0

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 643 752

いわしのピザソースやき いわし　とりにく チーズ トマト　パプリカ
たまねぎ　グリーンピース
とうもろこし

あぶら

ボイルブロッコリー ブロッコリー

ぶたじる ぶたにく　みそ　なまあげ にんじん　ねぎ ごぼう　★だいこん こんにゃく　 30.5 33.4

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 607 751

かんこくふうにくじゃが ぎゅうにく にんじん　ねぎ にんにく　たまねぎ
じゃがいも　こんにゃく
さとう

ごまあぶら　ごま

ほうれんそうともやしのナムル たまご ほうれんそう もやし でんぷん　さとう ごま　

かんこくのり のり ごまあぶら 20.6 24.6

チキンライス とりにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ　グリーンピース ★こめ　むぎ マーガリン 645 785

コーンシチュー ベーコン　とうにゅう にんじん　パセリ たまねぎ　とうもろこし じゃがいも　こむぎこ マーガリン

キャベツとアスパラガスのソテー ★アスパラガス　 キャベツ あぶら

          ㋜ キウィフルーツ キウィフルーツ 19.1 22.4

コッペパン ぎゅうにゅう こめこパン 705 841

しょうろんぽう２ケ ぶたにく　とりにく
キャベツ　たまねぎ
たけのこ　しょうが

はるさめ　でんぷん
さとう

あぶら

レモンあえ しらすぼし
キャベツ　きゅうり
レモン

さとう

やさいもおいしいラーメンスープ ベーコン　たまご トマト もやし　しめじ
ちゅうかそば
じゃがいも　でんぷん 26.8 31.8

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 686 853

あじのなんばんづけ あじ にんじん たまねぎ でんぷん　さとう あぶら

じゃがいもとこんにゃくのいそに とりにく　なまあげ ひじき にんじん えだまめ
じゃがいも　こんにゃく
さとう

あぶら

おちゃめなだいず だいず おちゃのは さとう 29.8 36.2

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 569 707

ほっけのあまからやき ほっけ　みそ
さけかす　こめこうじ
コーンスターチ

アーモンドあえ こまつな キャベツ　 さとう アーモンド　

とうふのみそしる とうふ　あぶらあげ　みそ わかめ ねぎ たまねぎ じゃがいも 23.7 28.4
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日曜 こ　ん　だ　て
    　　お も な ざ い り ょ う

おもにからだをつくる 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

7 火

8 水

15 水

こくとうパン

9 木

10 金

13 月

14 火

むぎごはん

中学校のみ

16 木

むぎごはん

17 金

20 月

むぎごはん

21 火

22 水

24 金

23 木

27 月

28 火

29 水

30 木

・山口県産とうふの大豆は「サチユタカ」を使用します。

31 金

○柳井市でとれたおいしい食材を使っています！

・材料の太字は山口県産の食材を使用する予定です。

・太字の材料の前に「★」のついているものは柳井市産です。

・米は柳井市産の「きぬむすめ」を使用しています。

あか みどり
きいろ

カミング30デー

※材料の都合により、献立を変更することがあります。

ぶちおいしい！
今月のやないの野菜 阿月

日積

おめでとうございます。(公財)山口県学校給食会主催

平成30年度学校給食料理コンクール受賞

平成30年度学校給食料理コンクール受賞作品

平成30年度学校給食料理コンクール受賞作品

山口県内の応募作品数小学校239作品、中学校

510作品の中から柳井市内の小・中学校では4名の

方が受賞されました。

22日と29日の給食で紹介します。

楽しみにしていてください。


