
3月

日 血や肉になるもの 働く力になるもの 体の調子を整えるもの たんぱく質 脂　質

赤色の食品 黄色の食品 緑色の食品 カルシウム 塩　分

1 きなこ揚げパン きな粉　鮭　牛乳 パン　油　砂糖　バター　いんげん豆 人参　玉ねぎ　キャベツ

水 サーモンとほうれん草の米粉シチュー スキムミルク　ベーコン　 ひよこ豆　赤いんげん豆　白いんげん豆　 ほうれん草　マッシュルーム 33.8g 29.8g

ペンネスパゲティ チーズ　ジョア 米粉　ペンネ　オリーブ油　麦芽ゼリー にんにく　コーン　　トマト 936mg 2.5g

2 ごはん 鮭　みそ　栄養だし 米　ごま油　砂糖 しょうが　ねぎ　人参　

木 鮭てり焼き 豆腐　わかめ　かつお節 ごま　ふりかけ 大根　なめこ　 35.2g 21.4g

なめこ汁 のり　牛乳　おしゃべりみそ いちごゼリー ほうれん草　キャベツ 423mg 2.7g

3 中華めん しゅうまい　豚肉 中華めん　油　 にんにく　しょうが　人参　

金 揚げしゅうまい② えび　いか　 ラー油　ごま油　杏仁豆腐 玉ねぎ　もやし　キャベツ　 35.0g 30.9g

魚介入りちゃんぽんスープ なると　牛乳 ゼリー　ひな菓子 きくらげ　みかん　黄桃 386mg 3.7g

6 ごはん 鶏肉　栄養だし　 米　ごま　でん粉 しょうが　人参　大根　

月 鶏唐揚げ みそ　豚肉　おしゃべりみそ 油　さつま芋 こんにゃく　小松菜　 33.7g 24.3g

さつま汁 牛乳 ごま油　砂糖 ごぼう　こんにゃく　いんげん 355mg 2.4g

7 ごはん 豚肉　豆腐　 米　春巻き　油　砂糖 にんにく　しょうが　椎茸

火 春巻き 鶏肉　わかめ でん粉　ごま 人参　たけのこ　にら　 29.3g 20.1g

麻婆豆腐 飲むヨーグルト　 ごま油　ドレッシング ねぎ　きゅうり 472mg 3.0ｇ

8 テーブルロールパン 豚肉　牛肉　卵 パン　パン粉 玉ねぎ　しょうが　りんご

水 チーズ入りハンバーグ スキムミルク　チーズ　 砂糖　オリーブ油　じゃが芋 人参　キャベツ　トマト　 35.6g 33.9g

野菜スープ ベーコン　ウインナー　牛乳 マカロニ　いちごジャム にんにく　コーン　ブロッコリー 414mg 3.7g

9 キラリもち麦入りごはん 牛肉 米　キラリもち麦　落花生 にんにく　しょうが　玉ねぎ

木 ゆで落花生 ロースハム 油　じゃが芋　カレールウ 人参　キャベツ　きゅうり 30.1g 21.7g

ビーフカレー 牛乳　煮干し ドレッシング コーン　りんご　デコポン 362mg 2.3g

10 ごはん いか　栄養だし　鶏肉　なると 米　でん粉　油　 レモン　ごぼう　人参　大根

金 いかレモンソース みそ　豚肉　おしゃべりみそ 砂糖 こんにゃく　ちぢみ小松菜 35.7g 18.5g

五目みそ汁 焼き豆腐　ジョア お祝いケーキ 椎茸　こんにゃく　白菜　ねぎ 405mg 3.0ｇ

13 発芽玄米入りごはん 豚肉　わかめ　かまぼこ 米　発芽玄米 ごぼう　こんにゃく　玉ねぎ

月 一口焼き芋③ かまぼこ　かつお節　 砂糖 しめじ　えのきたけ　グリンピース 33.0ｇ 20.3g

豚丼の具 のり　牛乳　 さつま芋 ほうれん草　人参　しょうが 362mg 2.8g

14 ごはん 豚肉　みそ 米　砂糖 しょうが　にんにく　玉ねぎ

火 ごまだれ焼肉 肉団子　豆腐　ひじき ごま にら　人参　椎茸　えのきたけ 35.2g 26.5g

鶏団子汁 さつま揚げ　牛乳 油 ごぼう　こんにゃく　枝豆 365mg 3.1g

15 テーブルロールパン ほきトマトクリームフライ パン　油　じゃが芋 玉ねぎ　人参　コーン

水 ほきトマトクリームフライ ベーコン　あさり　卵 ベシャメルソース　白いんげん豆 パセリ　ブロッコリー 29.5g 31.7g

クラムチャウダー 牛乳 ドレッシング　キャラメルクリーム カリフラワー　きゅうり 837mg 3.2g

16 ごはん 銀ひらす西京焼き　栄養だし　豚肉 米 人参　大根　いんげん

木 銀ひらす西京焼き 豆腐　油揚げ　味噌　わかめ　牛乳 じゃが芋 ねぎ　椎茸　 37.4g 19.6g

豆腐とわかめのみそ汁 おしゃべりみそ　ヨーグルト 砂糖 玉ねぎ　こんにゃく　 542mg 2.6g

17 うどん たこ天　栄養だし うどん　油　里芋　砂糖 ごぼう　人参　大根

金 たこ天 鶏肉　油揚げ　なると ごま油　ドレッシング ねぎ　菜の花　もやし 33.9g 29.7g

しっぽくうどん汁 ツナ　牛乳 ごま　タルト きゅうり　赤ピーマン　レモン 375mg 3.8g

20 ごはん いかチリソースフライ 米　油　水ぎょうざ 人参　もやし　椎茸　

月 いかチリソースフライ 鶏肉　卵 ごま油　ドレッシング 白菜　ちぢみ小松菜 28.4g 23.4g

水ぎょうざスープ 牛乳 ウエハース きゅうり　キャベツ 656mg 2.6g

22 黒糖パン 鶏肉　ヨーグルト パン　油 にんにく　玉ねぎ　人参　

水 タンドリーチキン ベーコン　ウインナー オリーブ油　じゃがいも セロリー　キャベツ　パセリ　　 29.9g 37.6g

ジュリエンヌスープ 牛乳 ゼリー コーン　アスパラガス　赤ピーマン 322mg 3.3g

23 わかめごはん わかめ 米　小麦粉　パン粉 人参　玉ねぎ　椎茸

木 ヒレカツ 豚肉　卵 油　でん粉　ゼリー 白菜　にら　 34.3g 21.0g

かきたま汁 牛乳 パイン　みかん 310mg 2.3g

基準栄養量 エネルギー　  830kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 843kcal

たんぱく質 　 26～41g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 33.1g

脂　　質　　  18～27g 脂　　質 25.6g

カルシウム　　  450mg カルシウム 470mg

塩　　分　  　   2.5g 塩　　分 2.9g

　千葉県の米コンクールで何度も受賞されているお米です。

よくかんで食べよう

今年度、最後の給食です。今年も
色々な食品やメニューが登場しました
ね。皆さんは一年間を振り返って食べ
られる量や食品は増えましたか？

〇

キャラメルクリーム

彩りサラダ 〇
将来骨がスカスカにならな
いために牛乳など乳製品
でカルシウムをとろう！

〇

焼プリンタルト

〇
香川県の郷土料理「しっぽくうどん」
を味わって下さい。

＊栄養だしは、県内産いわし、かつおを燻して粉末にした「天然のだし」です。

＊おしゃべりみそは、市内で無農薬で作られた大豆から作る「手作りみそ」です。

＊米は、市内産を使用します。

＊10日（金）は、平和地区の金杉勝城さんより寄贈された「こしひかり」を使用します。

　＊３月分の給食費の引き落としは、３月３１日（金）です。口座の確認をお願いします。

＊ごはんに黄色い米が混じることがあります。これは炊飯時にビタミンを強化した米を混ぜている為です。

799kcal

菜花とツナのサラダ

いちごヨーグルト

〇

「銀ひらす」は、うろこが銀色の青魚
で、別名シルバーやメダイといわれま
す。南半球でとれる白身の高級魚で
す。

860kcal

カレー肉じゃが

〇
食器・食具は、
もとのカゴに
もどしましょう

846kcal

ひじき煮

〇

発芽玄米は、市内産のお米で作られ
ています。ガンマーアミノ酪酸（通称
ギャバ）や食物せんいが多く含まれて
いて、消化吸収もよいお米です。

824kcal

わかめあえ

デコポン

〇

830kcal

キャベツとりんごのサラダ

かみかみ煮干し

いちごのお祝いケーキ ジ
ョ

ア

845kcal

すき焼き煮

いちごジャム

〇
食事の前は、
手を洗いましょう！

851kcal

ブロッコリーペペロンチーノ風ソテー

飲
む
ヨ
ー

グ
ル
ト

863kcal

バンバンジー

〇
正しく配ぜんできていますか?
和食の配ぜんでは、ごはん茶わんは
左、汁物のわんは右に置きます。

868kcal

五目きんぴら

〇

ひな祭りは、女の子のすこやかな成長
を祈る行事で、桃の節句とも言われま
す。ひな人形に桃の花を飾り、ひなあ
られやひしもちを供えます。

858kcal

フルーツ杏仁豆腐

ひな菓子

いちごゼリー

〇
汁物は具がしずんでいるので、
よくかき混ぜながら、盛りつけ
ましょう。

815kcal

磯香あえ

菜の花ふりかけ

ジ
ョ

ア
今年度、最後の揚げパンです。

882kcal

麦芽ゼリー
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エネルギー

833kcal

863kcal

832kcal

ウエハース

チョレギサラダ

さくらゼリー

ジャーマンポテト

〇

828kcal

ゼリーあえ

３年生の皆さんは最後の給食

です。思い出に残る給食はあ

りますか？いつの日か思い出

して下さい。

日本一周！ぐるっとグルメ


