
赤のグループ 黄のグループ 緑のグループ

みそしる ぎゅうにゅう　あげ　たい こめ　でんぷん　あぶら ごぼう　しょうが　たまねぎ

せんざんき わかめ　みそ　とりにく さとう　りんまん だいこん　にんじん　ねぎ

ひじきサラダ ひじき キャベツ　きゅうり　コーン

りんまん

やさいたっぷりスープ ぎゅうにゅう　ベーコン こめ　じゃがいも　こむぎこ パセリ　にんじん　たまねぎ

チキンカツ とりにく　たまご あぶら　パンこ　さとう キャベツ　コーン

コーンサラダ

じゃがいものそぼろに ぎゅうにゅう　ぎゅうにく こめ　さとう　あぶら えだまめ　にんじん　たまねぎ

ホキのごまごろもやき ホキ　みそ　かつおぶし こんにゃく　じゃがいも しょうが　キャベツ　たくあん

そくせきづけ でんぷん　ごま

わかめじる ぎゅうにゅう　うずらたまご こめ　ごま　こむぎこ　さとう ねぎ　にんじん　たまねぎ

つくねあげ わかめ　だいず　すりみ あぶら きくらげ　ほうれんそう

はくさいのおひたし たまご はくさい

ドライカレー ぎゅうにゅう　とうふ ナン　パンこ　あぶら にんじん　たまねぎ

ごまドレッシングサラダ ぎゅうにく　ぶたにく くろざとう　さとう　ごま ほうれんそう　キャベツ

こくとうアーモンド ヨーグルト アーモンド

ヨーグルト

クリームスープ ぎゅうにゅう　ベーコン こめ　じゃがいも　あぶら にんじん　たまねぎ　パセリ

ツナのカップやき まぐろ　わかめ マヨネーズ　さとう コーン　マッシュルーム

しょうゆドレッシングサラダ はくさい

けんちんじる ぎゅうにゅう　やきどうふ こめ　こんにゃく　あぶら しそ　ねぎ　にんじん　ごぼう

かきあげ とりにく　にぼし　チーズ さつまいも　こむぎこ　あぶら たまねぎ　こまつな　キャベツ

アーモンドあえ たまご さとう　アーモンド

ポークビーンズ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　コーン

こんぶサラダ だいず　こんぶ　かんてん くろざとう　さとう キャベツ　みかん　レモン

てづくりゼリー みかんジュース

さわにわん 　　　　　　ぎゅうにゅう こめ　あぶら　でんぷん もやし　ねぎ　しいたけ

わかどりのからあげ 　　　　　　ぶたにく　あげ ごま にんじん　しょうが　キャベツ

ほうれんそうの 　　　　　　とりにく ほうれんそう

　　　　おひたし

ちゅうかサラダ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　むぎ　でんぷん　さとう しいたけ　しょうが　にんじん

だいがくいも うずらたまご　えび あぶら　はるさめ　ごま たけのこ　たまねぎ　キャベツ

さつまいも きゅうり　きくらげ

たまごスープ ぎゅうにゅう　たまご こめ　パンこ　じゃがいも たまねぎ　ねぎ　だいこん

ぎゅうにくコロッケ ベーコン　わかめ でんぷん　さとう　あぶら きゅうり

だいこんサラダ ぎゅうにく アーモンド

ようふうにこみ ぎゅうにゅう　ポークウインナー こめ　じゃがいも　あぶら パセリ　キャベツ　にんじん

くきわかめのサラダ とりにく　くきわかめ ごま　さとう　バター たまねぎ　コーン

キャラメルビーンズ だいず　チーズ

チーズ

とんじる ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　さつまいも　じゃがいも ねぎ　にんじん　たまねぎ

きりぼしだいこんのうまに みそ　とりにく　あげ こんにゃく　あぶら　さとう きりぼしだいこん　ごぼう

ごまあえ ごま えだまめ　こまつな　キャベツ

クリームシチュー ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　じゃがいも にんじん　たまねぎ　コーン

さんしょくサラダ とりにく　チーズ さとう グリンピース　しめじ　パセリ

フルーツあえ キャベツ　きゅうり　バナナ

みかん　もも　パイン

カレーうどん ぎゅうにゅう　チーズ こめ　くろざとう　あぶら ねぎ　にんじん　たまねぎ

れんこんのきんぴら ぶたにく　ぎゅうにく うどん　さとう　ごま れんこん　きゅうり　キャベツ

すのもの わかめ

ビーフンじる ぎゅうにゅう　ぎゅうにく こめ　むぎ　あぶら　さとう もやし　しょうが　にんにくのめ

ナムル ぶたにく　みそ ごま　ビーフン ほうれんそう　にんじん

たけのこ　ねぎ　きゅうり

キャベツ

はくさいとベーコンのスープ ぎゅうにゅう　ベーコン こめ　あぶら　マカロニ パセリ　たまねぎ　はくさい

マカロニグラタン とりにく　チーズ さとう にんじん　キャベツ　コーン

かいそうサラダ かいそう

はちはいどうふ ぎゅうにゅう　とりにく こめ　さといも　さとう しいたけ　にんじん　ねぎ

ホキのたつたあげ ちくわ　とうふ　あげ あぶら　でんぷん しょうが　はくさい　ゆず

ゆずふうみづけ ホキ きゅうり

《中学校２年生より》
　この日の献立は、私たち２年生が少年の日にふさわしいものを考えました。鯛めしとひじきサラダに使われる鯛とひじきは、それぞれ愛媛
県と中島の特産物です。また、せんざんきは、愛媛県の郷土料理です。りんまんは松山に伝わる餅菓子で、お祝いごとの時などに食べられて
きました。愛媛のよさを感じながら味わっていただいてください。

 ２月１日の献立について  この日は『少年の日』のお祝い献立です！少年の日を迎える中学校２年生が献立を考えてくれました。

　　　　    の こんだてひょう
平成30年度 　松山市中島学校給食共同調理場

日 曜日

こ　ん　だ　て おもなざいりょう 小

学

校

・

中

学

校

エネルギー たんぱく質

29.6

中

kcal g

36.1

主　食 牛乳 副　　食
血や筋肉や骨をつくる食べ物 熱や力のもとになる食べ物 体の調子をととのえる食べ物

1 金 たいめし

小 740

887

4 月 しろごはん

小 681 27.6

中 863 33.1

5 火 しろごはん

小 658 27.7

中 842 35.6

6 水 しろごはん

小 623 22.6

中 796 27.6

7 木 ナン

小 612 28.4

中 872 35.1

8 金

小

中

12 火 しろごはん

小 658 20.3

中 841 24.6

13 水 ゆかりごはん

小 649 20.5

中 797 24.7

14 木 しろごはん

小 631 22.3

中 806 27.5

15 金 しろごはん

小 615 26.5

中 783 32.9

18 月
ちゅうか
どんぶり

（むぎごはん）

小 721 23.2

中 893 27.9

19 火 しろごはん

小 662 18.5

中 828 22.2

20 水 しろごはん

小 642 22.5

中 805 27.3

21 木 しろごはん

小 615 22.3

中 782 27.5

25 月
しろごはん
（すくなめ）

小 604 22.7

中 763 27.8

26 火
ビビンバ

（むぎごはん）

小 605 25.6

中

27 水 しろごはん

小 629

中

28 木 しろごはん

小 650

中

小 650

827 36.6

796 28.6

29.7

768 31.3

23.1

21.2

中 800 25.6

＊材料の都合で献立を一部変更することがありますので、ご了承ください。

22 金 コーンピラフ

しょうがっこう ねんせい

小学校６年生の

リクエスト献立
こんだて

給 食 は あ り ま せ ん


