
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 612 729

ビーフンいため ぶたにく にんじん　★にら キャベツ　もやし　★きくらげ ビーフン あぶら　ごまあぶら

とうふのちゅうかスープ とうふ　とりにく にんじん　ねぎ ★たまねぎ　しいたけ　しょうが 19.9 24.0

コッぺパン ぎゅうにゅう こめこパン 718 871

れんこだいのフライ れんこだい じゃがいも　でんぷん　こめこ あぶら

ゆずきちマリネ にんじん　 キャベツ　ゆずきちかじゅう さとう オリーブオイル

さつまいものシチュー とりにく　とうにゅう にんじん　ほうれんそう ★たまねぎ さつまいも　こむぎこ マーガリン

りんごジャム りんご さとう　みずあめ 25.6 31.3

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 585 717

にあい ひらてん　あぶらあげ にんじん　 ごぼう　れんこん　しいたけ こんにゃく　さとう あぶら

はまぐりのおすいもの はまぐり　とうふ にんじん　ねぎ たまねぎ

なっとう だいず さとう 24.6 28.8

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 686 851

ぎゅうにくとごぼうのきんぴら ぎゅうにく　はもいりひらてん にんじん　さやいんげん ごぼう こんにゃく　さとう あぶら　ごま

いわしのつみれじる いわし　とうふ
あぶらあげ　みそ

わかめ にんじん　こまつな しめじ さとう　でんぷん

みかん みかん 28.7 34.7

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 600 752

はるさめのオイスターソースいため ぎゅうにく にんじん　★にら もやし　 はるさめ　さとう ごまあぶら

とうふのちゅうかあんかけに とりにく　とうふ
にんじん
チンゲンサイ

たまねぎ　たけのこ　しょうが
★きくらげ　しいたけ

さとう　でんぷん
24.2 29.2

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 604 735

ほいこーろー ぶたにく　みそ
にんじん
チンゲンサイ

キャベツ　たけのこ　もやし
★きくらげ　しょうが　にんにく

さとう　でんぷん あぶら　ごまあぶら

ちゅうかふうコーンスープ とりにく にんじん　こまつな とうもろこし　たまねぎ　えのき あぶら 20.8 24.1

はちみつパン ぎゅうにゅう こめこパン　はちみつ 688 835

なすのミートソーススパゲティ ぶたにく　ぎゅうにく にんじん　トマト
★なす　たまねぎ　グリンピース
エリンギ　しめじ

スパゲティ　さとう オリーブオイル

れんコーンサラダ にんじん れんこん　とうもろこし さとう

ゆかりごはん ぎゅうにゅう あかしそ ★こめ　むぎ　さとう 618 729

ひじきのいために ひらてん　だいず ひじき にんじん　さやいんげん ごぼう　 さとう あぶら

なめこのあかだしみそしる なまあげ　みそ わかめ にんじん　ねぎ たまねぎ　なめこ

㋜ ブルーベリーゼリー ブルーベリーかじゅう さとう　みずあめ 21.9 24.4

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 621 773

タコライスふうそぼろごはんのぐ とりにく　だいず トマト　にんじん たまねぎ　にんにく でんぷん あぶら

フォースープ とりにく にんじん　チンゲンサイ とうもろこし　もやし　★きくらげ フォー

㋜ オレンジ オレンジ 23.6 28.6

ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 641 785

しろみざかなのあまがらめ ホキ ごぼう　えだまめ さとう　でんぷん あぶら

けんちょう とりにく　とうふ　あぶらあげ にんじん　いんげん しいたけ　ほしだいこん さといも　こんにゃく　さとう

れいとうみかん みかん 24.3 29.7

せわりコッペ ぎゅうにゅう こめこパン　 618 757
パン ポークウインナー ポークウインナー

ゆでやさい にんじん キャベツ

ＡＢＣスープ ベーコン にんじん
ほうれんそう

たまねぎ マカロニ

ケチャップ 24.9 30.1

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 604 719

はるさめのちゅうかサラダ わかめ にんじん きゅうり はるさめ　さとう ごまあぶら

タンメンスープ とりにく
にんじん
チンゲンサイ

★きくらげ　キャベツ　たまねぎ タンメン ごまあぶら

こうなごのつくだに こうなご さとう　みずあめ 19.4 22.0

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 708 887

ハヤシライス ぎゅうにく　とうにゅう にんじん　トマト
たまねぎ　マッシュルーム
グリンピース　にんにく

★じゃがいも　さとう オリーブオイル

㋜ フルーツしらたま みかん　パインアップル
おうとう

さとう　じょうしんこ
でんぷん　ゼリー 19.9 24.0

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 597 743

たらのおやこやき たら　たらこ　とうにゅう たまねぎ ノンエッグマヨネーズ

たぬきじる とうふ　あぶらあげ にんじん　ねぎ たまねぎ　しいたけ こんにゃく

こざかなアーモンド かたくちいわし さとう アーモンド 22.2 30.2

コッぺパン ぎゅうにゅう こめこパン　 619 763

タンドリーチキン とりにく ヨーグルト しょうが

りっちゃんのいためサラダ ハム　かつおぶし しおこんぶ にんじん　トマト キャベツ　きゅうり　とうもろこし さとう あぶら

ウインナーとキャベツのスープ ウインナー にんじん
ほうれんそう

たまねぎ　キャベツ　えのき
27.7 36.0

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 673 837

きりぼしだいこんのちゅうかいため はもいりひらてん にんじん ごぼう　きりぼしだいこん さとう あぶら　ごまあぶら

まーぼーどうふ とうふ　ぶたにく　みそ にんじん　★にら
たまねぎ　たけのこ　しろねぎ
しょうが　にんにく

さとう　でんぷん あぶら　ごまあぶら

かき かき
25.5 31.3

きんぎょまい ぎゅうにゅう ★こめ　★あかまい 690 872
ごはん あじのゆずきちなんばん あじ にんじん たまねぎ　ゆずきちかじゅう さとう　でんぷん あぶら

なまあげのにくみそに なまあげ　とりにく　みそ にんじん
★キャベツ　★きくらげ
たけのこ　しいたけ

さとう　でんぷん
29.7 37.1

むぎごはん ぎゅうにゅう ★こめ　むぎ 716 872

ハンバーグのあまずあんかけ とりにく　ぶたにく にんじん たまねぎ　しいたけ さとう　でんぷん　パンこ

たけのこのとさに ちくわ　なまあげ
かつおぶし

にんじん　さやいんげん たけのこ　たまねぎ こんにゃく　さとう

アップルシャーベット りんご 29.2 30.3

わかめごはん ぎゅうにゅう　わかめ ★こめ　むぎ 613 741

やさいのかきあげ にんじん ごぼう　たまねぎ　とうもろこし こむぎこ　でんぷん あぶら

にくうどん ぎゅうにく　あぶらあげ にんじん　★ねぎ たまねぎ　しいたけ うどん　さとう

コッぺパン ぎゅうにゅう こめこパン　 625 774

ブロッコリーのごまマヨサラダ にんじん　ブロッコリー とうもろこし ごま　ノンエッグマヨネーズ

㋜ じゃがいものコンソメに ウインナー にんじん　さやいんげん たまねぎ　れんこん じゃがいも 22.9 28.2

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 656 844

かぼちゃひきにくフライ ぶたにく かぼちゃ たまねぎ パンこ　でんぷん　こむぎこ あぶら

㋜ カレーポトフ とりにく にんじん
ブロッコリー

たまねぎ　★キャベツ　しめじ じゃがいも
20.3 25.0
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曜 こ　ん　だ　て おもにからだの調子
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をととのえる

    　　お も な ざ い り ょ う

おもにからだをつくる おもにエネルギーのもとになる

 　　　　　　　　令和元年10月学校給食献立表  　　　　　　柳井市立学校給食センター　TEL(0820)22-1312

25
金

28
月

29
火

霜降

あか みどり きいろ

※材料の都合により、献立を変更することがあります。

阿月

米は柳井市産の「き
ぬむすめ」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。

「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！10月の柳井のやさい

余田

阿月

柳井市立学校給食センター

ブログサイト QRコード
ご覧ください

かみんぐ30デー

ハロウィンこんだて

山口県産100％の日

しもふり

目の愛護デー

茨城県の郷土料理

め あいご
め あいご

いばらきけん きょうどりょうり

ゼリー用にスプーンを

つけています。

やまぐちけんさん ひ

○柳井市でとれたおいしい食材を使っています。

・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。

★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。

阿月
余田 余田

にら ねぎ

山口県の郷土料理
やまぐちけん きょうどりょうり


