
赤のグループ 黄のグループ 緑のグループ

はるさめスープ ぎゅうにゅう　うずらたまご こめ　あぶら　はるさめ しいたけ　にんじん　ねぎ

かぼちゃのかのこあげ やきぶた　たまご こむぎこ　パンこ　あぶら かぼちゃ　キャベツ　もやし

ごまあえ さとう　ごま

イタリアンたまごスープ ぎゅうにゅう　たまご こめ　パンこ　あぶら パセリ　にんじん　たまねぎ

マカロニグラタン チーズ　とりにく マカロニ　さとう キャベツ　コーン　きゅうり

ひじきサラダ ひじき

スパゲッティミートソース ぎゅうにゅう　チーズ クロワッサン　あぶら たまねぎ　にんじん　キャベツ

キャベツのサラダ ぶたにく　ぎゅうにく スパゲッティ　さとう きゅうり　みかん　パイン

フルーツあえ もも　バナナ

みそしる ぎゅうにゅう　わかめ こめ　じゃがいも　ごま たまねぎ　ねぎ　しょうが

さばのみそやき みそ　あげ　とうふ わらびもち キャベツ　たくあん

そくせきづけ さば

わらびもち（きなこつき）

いそに ぎゅうにゅう　あげ　たまご こめ　むぎ　さとう たまねぎ　にんじん　ねぎ

アーモンドあえ かまぼこ　だいず　とりにく こんにゃく　あぶら ごぼう　たけのこ　さやいんげん

こんぶ　ひらてん アーモンド キャベツ

とうふじる ぎゅうにゅう　わかめ こめ　あぶら　こむぎこ ねぎ　たまねぎ　さやいんげん

かきあげ とうふ　にぼし　えび さとう　ごま コーン　にんじん　もやし

ごまずあえ たまご キャベツ

クリームシチュー ぎゅうにゅう　チーズ こめ　あぶら　じゃがいも にんじん　しめじ　グリンピース

フレンチサラダ ぶたにく　だいず　にぼし さとう　ごま たまねぎ　キャベツ　きゅうり

だいずいりこ

さつまじる ぎゅうにゅう　みそ こめ　さつまいも　あぶら ごぼう　だいこん　にんじん

ぶたにくのしょうがやき とりにく　ぶたにく さとう ねぎ　しょうが　たまねぎ

さんしょくあえ キャベツ　もやし

きつねうどん ぎゅうにゅう　あげ こめ　うどん　さとう ねぎ　しいたけ　きゅうり

ししゃものなんばんづけ ししゃも　わかめ あぶら　でんぷん キャベツ

すのもの

そうめんじる ぎゅうにゅう　かまぼこ こめ　もちごめ　あずき ねぎ　にんじん　たまねぎ

わかどりのからあげ とりにく そうめん　でんぷん　あぶら しょうが　ほうれんそう

おひたし すだちゼリー キャベツ

すだちゼリー

きのこスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　ごま　さとう たまねぎ　チンゲンサイ

てづくりメンチカツ とうふ　たまご パンこ　でんぷん にんじん　えのきたけ　しめじ

ごまドレッシングサラダ エリンギ　もやし　キャベツ

ポークビーンズ ぎゅうにゅう　ベーコン こめ　じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　はくさい

はくさいサラダ ぶたにく　だいず　にぼし くろざとう　さとう きゅうり

かみかみチップ こんぶ アーモンド

わかめスープ ぎゅうにゅう　えび こめ　もちごめ　ごま　あぶら しいたけ　にんじん　コーン

ホキのからあげ ぶたにく　うずらたまご はるさめ　でんぷん　こむぎこ えだまめ　たまねぎ　えのきたけ

ナムル わかめ　ホキ しょうが　もやし　キャベツ

しょうゆドレッシングサラダ ぎゅうにゅう　ぎゅうにく こめ　むぎ　くろざとう　あぶら にんにく　グリンピース

てづくりゼリー わかめ　かんてん じゃがいも　さとう にんじん　たまねぎ　キャベツ

こまつな　みかん

みかんジュース　レモン

ワンタンスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく こめ　あぶら　ワンタン にんじん　ねぎ　たまねぎ

いかのさらさあげ いか でんぷん　さとう しょうが　きゅうり　きくらげ

きりぼしだいこんの きろぼしだいこん

　　　　ちゅうかサラダ

25.6

中 829 31.7

11 月 しろごはん

小 651

＊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。

　　　　　　　　　中学校３年生は、小学校に入学してから９年間、学校給食を食べてきました。
　　　　　　　　それも、14日の給食で最後になります。卒業してからも、給食の味やみんなで
　　　　　　　　食べて楽しかったことなどを思い出してくれると嬉しいです。

797 31.4

22 金 しろごはん

17.3

中

小 624 25.5

中

793 20.2

30.1

中 790 37.6

20 水
カレーライス
（むぎごはん）

小 644

23.8

中 834 29.3

19 火
ちゅうかふう
まぜごはん

小 634

21.4

中 831 26.3

18 月 しろごはん

小 653

25.8

中 811 31.8

15 金 しろごはん

小 652

22.0

中 811 27.9

14 木 せきはん

小 664

25.2

中 773 30.5

13 水
しろごはん
（すくなめ）

小 623

22.6

中 768 28.2

12 火 しろごはん

小 606

26.0

中 755 31.7

8 金 しろごはん

小 604

27.8

中 879 33.3

7 木
あぶたま
どんぶり

（むぎごはん）

小 616

22.9

中 809 27.5

6 水 しろごはん

小 710

25.7

中 807 31.9

5 火 クロワッサン

小 662

20.2

中 851 24.8

4 月 しろごはん

小 636

1 金 しろごはん

小 667

たんぱく質

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 kcal g

＊　14日は卒業・進級お祝い献立です　＊

　　　　    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


