
主　食 飲み物 お　　　　か　　　　ず
おもにエネルギーの

もとになる食品
おもに体をつくる
もとになる食品

おもに体の調子を
整えるもとになる食品

エネルギー
(kcal)

たん白質
(g)

コーンラーメン
鶏のから揚げ
福豆
打ち豆汁
一口とんかつ
いよかん
マーボー豆腐
にらまんじゅう

野菜スープ
白身魚のプロヴァンス風
ほうれんそうとコーンのソテー
なめこ汁
白ごまつくね
きんぴられんこん

きつねうどん
わかさぎの天ぷら
いちごゼリー

トック入りスープ
豚キムチ炒め
しゅうまい

冬野菜のシチュー
メンチカツ
ミニトマト
カレーライス
切り干し大根のサラダ
米粉のガトーショコラ

みそラーメン
きなこ揚げパン
オレンジ

とん汁
さばのスタミナ焼き
白いんげん豆入りサラダ
せんべい汁
魚のごまみそあえ
納豆
コーンポタージュ
オムレツデミグラスソース
デコポン
根菜汁
鶏の照り焼き
ひじきの五目煮
スパゲティミートソース
かぼちゃのサラダ
ミニトマト

つくね汁
あじの南蛮漬け
わかめのサラダ
けんちん汁
和風ハンバーグ
キャベツのおかか煮
ミネストローネ
コーンフライ
ブロッコリー

ひな寿司
すまし汁
厚焼たまご

口座振替日

　2月28日（木）

木曽呂小学校リクエスト献立：鶏のから揚げ

『食べ物の働きについて知ろう』今月の食べ物：わかさぎ

わかさぎなどの 丸ごと食べられる魚には、骨を丈夫にする カルシウムや貧血予防の働きのある鉄分が多く含まれています。

芝小学校リクエスト献立：きなこ揚げパン

1 金

中華めん なたね油 さとう
でんぷん

牛乳　ぶた肉 わかめ
とり肉 大豆

にんじん もやし キャベツ
ながねぎ とうもろこし
しょうが にんにく 638 30.4

8 金

うどん さとう なたね油
小麦粉

牛乳　油揚げ ぶた肉
わかさぎ

にんじん たまねぎ
ほうれんそう　いちご

612 23.8

15 金

中華めん なたね油 パン
さとう

栄　養　価

川  口  市  教  育  委  員  会
センター調理小学校

（新郷・南平センター献立）

日 曜 スプーン

献　　　　　立　　　　　名 主　　な　　食　　品
※献立表は、主に使用している食品であり、全ての食品についての記載はありませんのでご了承ください。

ホット中華めん 牛乳

米 さといも なたね油
パン粉　小麦粉

牛乳 大豆 油揚げ みそ
ぶた肉

ごぼう にんじん だいこん
ながねぎ いよかん 589 22.14 月 ごはん 牛乳

米 でんぷん ごま油 さとう
なたね油　小麦粉

牛乳 とうふ ぶた肉 みそ たまねぎ にんじん しいたけ
しょうが にんにく ながねぎ
にら

626 25.25 火 ○ ごはん 牛乳

パン なたね油 さとう
でんぷん

牛乳 とり肉 ホキ
ベーコン

キャベツ にんじん たまねぎ
にんにく トマト
ほうれんそう とうもろこし

621 25.86 水 ○ メロンパン 牛乳

米 さとう パン粉　白ごま
なたね油

牛乳 とうふ みそ
とり肉 さつまあげ

なめこ たまねぎ ながねぎ
れんこん にんじん 607 21.77 木 ごはん 牛乳

地粉うどん 牛乳

米 トック なたね油 さとう
ごま油 ごま　パン粉
でんぷん

牛乳 とり肉 わかめ
ぶた肉 みそ

にんじん たまねぎ
えのきたけ キムチ
キャベツ にら しょうが
にんにく

643 25.112 火 ごはん 牛乳

パン じゃがいも　パン粉
小麦粉　ラード　 なたね油

牛乳 とり肉　ぶた肉
脱脂粉乳

エリンギ　かぶ たまねぎ
にんじん　ブロッコリー
ミニトマト

634 23.013 水 ○ 子供パン 牛乳

米  麦 じゃがいも
小麦粉　ラード　なたね油
ドレッシング　さとう　米粉

牛乳　ぶた肉 豆乳 たまねぎ にんじん しょうが
にんにく 切干大根 こまつな 703 20.114 木 ○ 麦ごはん 牛乳

ホット中華めん 牛乳

牛乳　ぶた肉 みそ きなこ にんじん キャベツ
とうもろこし しょうが
にんにく ほうれんそう
オレンジ 620 24.0

米 なたね油 ドレッシング 牛乳 ぶた肉 とうふ みそ
さば　 いんげんまめ

にんじん ごぼう だいこん
ながねぎ キャベツ こまつな 620 25.118 月 ごはん 牛乳

米 せんべい なたね油
さとう ごま　でんぷん

牛乳 とり肉 油揚げ
たら　みそ 納豆

ごぼう にんじん しいたけ
はくさい ながねぎ だいこん 659 29.419 火 ごはん 牛乳

パン ジャム なたね油
小麦粉　ラード　でんぷん

牛乳 たまご　脱脂粉乳 たまねぎ とうもろこし
エリンギ　デコポン 587 22.020 水 ○

山型食パン
いちごジャム

牛乳

米 さとう なたね油 牛乳 さつまあげ みそ
とり肉 ひじき 油揚げ
大豆

にんじん だいこん ごぼう
れんこん ながねぎ 607 25.121 木 ごはん 牛乳

ソフトめん なたね油
でんぷん マヨネーズ

牛乳　ぶた肉 にんじん たまねぎ
エリンギ　しょうが にんにく
りんご　トマト　パセリ
かぼちゃ　えだまめ ミニトマト

580 24.022 金 ソフトめん 牛乳

米 なたね油 さとう
でんぷん ドレッシング

牛乳 とり肉　あじ　わかめ にんじん たまねぎ だいこん
ながねぎ ほうれんそう
キャベツ とうもろこし

587 23.325 月 ごはん 牛乳

米 さといも なたね油
さとう でんぷん　ラード

牛乳 とうふ 油揚げ
とり肉　かつおぶし

だいこん にんじん ごぼう
ながねぎ しょうが　たまねぎ
えのきたけ キャベツ

595 23.026 火 ごはん 牛乳

パン じゃがいも マカロニ
オリーブ油 なたね油
マヨネーズ　小麦粉
パン粉

牛乳 ベーコン チーズ
いんげんまめ

たまねぎ にんじん キャベツ
トマト にんにく　とうもろこし
ブロッコリー 623 22.927 水 ○ チーズパン 牛乳

米 なたね油 さとう 牛乳　とり肉 えび とうふ
はんぺん わかめ
たまご

にんじん なのはな ながねぎ

584 23.628 木 ○ 酢めし 牛乳

・都合により食材料を変更することがありますのでご了承ください。

3月分 　2月27日（水）　までに入金お願いします

上記日程となりますので、所定の日にちまでに学校給食費自動引落口座へ必ずご入金をお願いいたします。

次 回 給 食 費 口 座 引 落 日 の ご 案 内

対象給食月

・「スプーン」○印の日のみ、学校給食センターより給食時にスプーンを用意いたします。
　○印のある日ない日に関わらず、おはしはきれいに洗って毎日必ず忘れずに持参するようお願いします。

・食物アレルギー・献立表に記載されていない微量の食品については、学校をとおして給食センターにご相談ください。
　また、使用する個々の食品・使用量に関する「学校給食献立日誌」及びアレルギー物質を含む食品に関する「給食用食品一覧表」を各学校あて送付
　及びホームページにて公開していますので併せてご確認ください。

学校給食共同献立表
平成31年

２月
川口市マスコット「きゅぽらん」


