
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 ミルクロールパン スペインふうオムレツ　さけ　 パン　バター　さとう　あかいんげんまめ にんじん　たまねぎ　キャベツ

水 スペインふうオムレツ ぎゅうにゅう　スキムミルク　　 いんげんまめ　しろいんげんまめ　ひよこまめ ほうれんそう　マッシュルーム 28.5g 17.0ｇ

サーモンとほうれんそうのこめこシチュー ベーコン　チーズ　ジョア こめこ　ペンネ　オリーブゆ　チョコクリーム にんにく　コーン　　トマト 812mg 2.2g

2 ごはん チーズはんぺんフライ　えいようだし こめ　あぶら　 ねぎ　にんじん　

木 チーズはんぺんフライ とうふ　わかめ　かつおぶし　みそ　のり ふりかけ だいこん　なめこ　 23.4g 17.8g

なめこじる おしゃべりみそ　ぎゅうにゅう いちごゼリー ほうれんそう　キャベツ 400mg 3.1g

3 ちゅうかめん しゅうまい　ぶたにく ちゅうかめん　あぶら　ラーゆ にんにく　しょうが　にんじん　

金 しゅうまい えび　いか　 ごまあぶら　あんにんどうふ たまねぎ　もやし　キャベツ　 28.5g 20.0ｇ

ぎょかいいりちゃんぽんスープ なると　ぎゅうにゅう ゼリー　ひながし きくらげ　みかん　おうとう 369mg 3.0ｇ

6 ごはん さけ　えいようだし　 こめ　ごまあぶら　 しょうが　ねぎ　にんじん　

月 さけてりやき みそ　ぶたにく　おしゃべりみそ さとう　ごま だいこん　こんにゃく　こまつな　 28.8g 21.0ｇ

さつまじる ぎゅうにゅう　　 さつまいも ごぼう　こんにゃく　いんげん 339mg 2.0g

7 ごはん ぶたにく　とうふ　 こめ　あぶら　さとう　でんぷん　 にんにく　しょうが　しいたけ

火 マーボーとうふ とりにく　わかめ ごまあぶら　ごま にんじん　たけのこ　にら　 25.9g 13.0ｇ

バンバンジー のむヨーグルト　いわし ドレッシング　アーモンド ねぎ　きゅうり 496mg 2.2g

8 テーブルロールパン キャベツメンチ パン　あぶら たまねぎ　にんじん

水 キャベツメンチ ベーコン　ウインナー　 オリーブゆ　じゃがいも キャベツ　トマト　ｺｰﾝ 21.7g 28.0ｇ

やさいスープ ぎゅうにゅう　　　 マカロニ　いちごジャム にんにく　ブロッコリー 431mg 2.8g

9 キラリもちむぎいりごはん ぎゅうにく こめ　キラリもちむぎ　あぶら にんにく　しょうが　たまねぎ

木 ゆでらっかせい ハム らっかせい　じゃがいも　 にんじん　キャベツ　きゅうり 25.6g 19.3g

ビーフカレー ぎゅうにゅう　にぼし カレールウ　ドレッシング コーン　りんご　デコポン 346mg 2.0g

10 ごはん ぎんひらすさいきょうやき　えいようだし　 こめ　 ごぼう　にんじん　だいこん

金 ぎんひらすさいきょうやき とりにく　みそ　なると　ぶたにく　やきどうふ さとう こんにゃく　ちぢみこまつな 32.4g 19.2g

ごもくみそしる おしゃべりみそ　ぎゅうにゅう ばくがゼリー しいたけ　こんにゃく　はくさい　ねぎ 419mg 2.3g

13 はつがげんまいいりごはん ぶたにく　わかめ　かまぼこ こめ　はつがげんまい ごぼう　こんにゃく　たまねぎ

月 ひとくちやきいも② かつおぶし　のり さとう しめじ　えのきたけ　グリンピース 31.3g 18.7g

ぶたどんのぐ ぎゅうにゅう　ヨーグルト さつまいも ほうれんそう　にんじん　しょうが 472mg 2.6g

14 ごはん さばおかかに　にくだんご こめ にんじん　たまねぎ　しいたけ

火 さばおかかに とうふ　さつまあげ さとう　 えのきたけ　にら　ごぼう 25.9g 21.6g

とりだんごじる ひじき　ぎゅうにゅう あぶら こんにゃく　えだまめ 413mg 2.3g

15 テーブルロールパン ぶたにく　ぎゅうにく　スキムミルク パン　パンこ　さとう　 しょうが　りんご　たまねぎ　

水 チーズいりハンバーグ チーズ　ベーコン　あさり　 じゃがいも　ベシャメルソース　 にんじん　コーン　ブロッコリー 31.5g 28.0ｇ

クラムチャウダー たまご　ぎゅうにゅう しろいんげんまめ　ドレッシング パセリ　カリフラワー　きゅうり 650mg 2.8g

16 ごはん とりにく　えいようだし　とうふ こめ　でんぷん しょうが　にんじん　だいこん

木 とりからあげ あぶらあげ　みそ　わかめ　ぶたにく ごま　あぶら　 いんげん　ねぎ　しいたけ 28.6g 20.2g

とうふとわかめのみそしる おしゃべりみそ　ぎゅうにゅう じゃがいも　さとう たまねぎ　こんにゃく 378mg 2.3g

17 うどん いかねぎやき　えいようだし うどん　あぶら　さといも　さとう ごぼう　にんじん　だいこん

金 いかねぎやき とりにく　あぶらあげ　なると ごまあぶら　ドレッシング ねぎ　なのはな　もやし 29.9g 25.0ｇ

しっぽくうどんじる ツナ　ぎゅうにゅう ごま　ケーキ きゅうり　あかピーマン　レモン 376mg 3.1g

20 ごはん にくだんご こめ　すいぎょうざ にんじん　もやし　しいたけ

月 にくだんごあまずあん② とりにく　たまご ごまあぶら　ドレッシング はくさい　ちぢみこまつな 25.8g 20.4g

すいぎょうざスープ ぎゅうにゅう ウエハース きゅうり　キャベツ 644mg 2.4g

22 こくとうパン ほきフライ パン　あぶら にんにく　たまねぎ　にんじん　

水 ほきフライ ベーコン　ウインナー オリーブゆ　 セロリー　キャベツ　パセリ　　 23.2g 31.1g

ジュリエンヌスープ ぎゅうにゅう じゃがいも　さくらゼリー コーン　アスパラガス　あかピーマン 295mg 2.4g

23 わかめごはん わかめ　ぶたにく こめ　さとう　ごま にんにく　しょうが　にんじん

木 ごまだれやきにく みそ　たまご でんぷん　ゼリー たまねぎ　しいたけ　はくさい　 26.9g 22.9g

かきたまじる ぎゅうにゅう にら　パイン　みかん 310mg 2.6g

基準栄養量 エネルギー　  650kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 666kcal

たんぱく質 　 21～32g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 27.3g

脂　　質　　  14～21g 脂　　質 21.4g

カルシウム　　  350mg カルシウム 446mg

塩　　分　  　   2.0g 塩　　分 2.5g

いろどりサラダ

＊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。

　＊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。

ウエハース

〇

670kcal

チョレギサラダ

いちごのおいわいケーキ

〇
香川県の郷土料理「しっぽくうどん」
を味わって下さい。

694kcal

なばなとツナのサラダ

〇
食器・食具は、
もとのカゴに
もどしましょう

635kcal

ひじきに

いちごヨーグルト

〇

発芽玄米は、市内産のお米で作られ
ています。ガンマ-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。

699kcal

わかめあえ

ばくがゼリー　　　　　　

〇

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。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。

674kcal

すきやきに

デコポン

〇

　　　　　　★地産地消デー★
市内で生産されたもち麦と米、落花生
が登場します。千葉県でとれたいわし
をよく炒った「煮干し」も味わってくださ
い。

672kcal

キャベツとりんごのサラダ

かみかみにぼし

いちごジャム

〇
食事の前は、
手を洗いましょう！

659kcal

ブロッコリーペペロンチーノふうソテー

の
む
ヨ
ー

グ
ル
ト

632kcal

アーモンドフィッシュ

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。

666kcal

ごもくきんぴら

ひながし

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。

655kcal

フルーツあんにんどうふ

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。

657kcal

いそかあえ

なのはなふりかけ

チョコクリーム ジ
ョ

ア

◆食事マナーふりかえり

　　　　　　　背筋を伸ばして
　　　　　姿勢よく食べよう

639kcal

ペンネスパゲティ

令和5年 予定献立表（小学校） 　匝瑳市学校給食センター

こ　　　ん　　　だ　　　て　　　名
牛
 

乳

お　も　な　材　料　と　そ　の　働　き
一　口　メ　モ

エネルギー

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？

703kcal

671kcal

〇

〇

さくらゼリー

ジャーマンポテト

ゼリーあえ

686kcal

655kcal

〇カレーにくじゃが

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！

日本一周！ぐるっとグルメ


