
コーンサラダ ぎゅうにゅう ぎゅうにく こめ むぎ じゃがいも たまねぎ にんじん ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

あぶら くろざとう さとう えだまめ にんにく ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚｰ

キャベツ きゅうり コーン

ビーフンじる ぎゅうにゅう ぶたにく こめ ビーフン ごまあぶら たけのこ しいたけ きくらげ

ギョウザ うずらたまご こむぎこ あぶら ごま ねぎ にんじん キャベツ

カラフルナムル たまねぎ にら きゅうり

コーン

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

いわしのかばやきふう いわし のり でんぷん あぶら さとう しょうが はくさい ほうれんそう

いそあえ せつぶんまめ

せつぶんまめ

すましじる ぎゅうにゅう わかめ かまぼこ こめ もちごめ あずき たまねぎ えのきたけ ねぎ

さわらのさいきょうやき うずらたまご さわら みそ さとう アーモンド きょうねぎ にんにく しょうが

アーモンドあえ ほうれんそう にんじん キャベツ

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

ひじきサラダ チーズ ひじき さとう えだまめ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

キャベツ きゅうり

みぞれじる ぎゅうにゅう ぶたにく とりにく こめ こんにゃく でんぷん だいこん ごぼう にんじん

とりてん たまご こむぎこ あぶら さとう しいたけ ねぎ しょうが

すもの にんにく キャベツ きゅうり

ミネストローネ ぎゅうにゅう ベーコン ホキ こめ じゃがいも マカロニ キャベツ たまねぎ にんじん

ホキのごまネーズやき だいず ごま マヨネーズ あぶら パセリ コーン えのきたけ

キャラメルビーンズ さとう バター

ほうとう ぎゅうにゅう ぶたにく みそ こめ はだかむぎ もちむぎ にんじん かぼちゃ しめじ

だいずとひじきのかきあげ あげ にぼし えび くろまい あかまい みどりまい しいたけ ねぎ たまねぎ

はるみ ひじき だいず たまご もちきび きしめん こむぎこ はるみ

あぶら

きりぼしだいこんのうまに ぎゅうにゅう とりにく あげ こめ じゃがいも こんにゃく ごぼう にんじん えだまめ

ホキのたつたあげ ホキ さとう でんぷん あぶら しょうが

ごまあえ ごま キャベツ ほうれんそう

かわりきんぴら ぎゅうにゅう とりにく たまご こめ さとう でんぷん たまねぎ にんじん しいたけ

ぶたにく くきわかめ こんにゃく ごま あぶら ねぎ ごぼう しめじ

えだまめ

マーボーどうふ ぎゅうにゅう ぶたにく とうふ こめ ごまあぶら さとう たまねぎ にんじん きくらげ

バンサンスー みそ でんぷん はるさめ ごま きょうねぎ にら しょうが

かんぺい にんにく しいたけ きゅうり

かんぺい

みそしる ぎゅうにゅう あげ みそ こめ ごま さとう だいこん はくさい にんじん

たまらんからあげ とりにく でんぷん あぶら ねぎ にんにく こまつな

おひたし キャベツ

レモンサラダ ぎゅうにゅう ぶたにく チーズ こめ むぎ じゃがいも たまねぎ にんじん えだまめ

ヨーグルト ヨーグルト あぶら くろざとう さとう にんにく キャベツ きゅうり

コーン レモン

ごもくに ぎゅうにゅう とりにく だいず こめ こんにゃく さとう ごぼう にんじん たけのこ

さばのみそに こんぶ さば みそ あぶら でんぷん ごま さやいんげん キャベツ たくあん

そくせきづけ

しっぽくうどん ぎゅうにゅう とりにく とうふ こめ はだかむぎ もちむぎ にんじん だいこん しいたけ

とうふのかわりあげ じゃこすりみ まぐろ たまご くろまい あかまい みどりまい ごぼう ねぎ しょうが

うどん さといも さとう えだまめ きくらげ

あぶら ごま でんぷん

かきたまじる ぎゅうにゅう とうふ たまご こめ でんぷん さといも たまねぎ ねぎ きゅうり

さといもコロッケ とりにく ひじき じゃがいも パンこ あぶら にんじん

きりぼしだいこんとひじきのあえもの さとう ごま

やさいたっぷりスープ ぎゅうにゅう ベーコン ウインナー こめ じゃがいも マカロニ キャベツ たまねぎ にんじん

マカロニグラタン チーズ あぶら コーン パセリ えだまめ

いちご いちご

じゃがいものそぼろに ぎゅうにゅう ぶたにく ちくわ こめ じゃがいも あぶら にんじん たまねぎ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ

ちくわのゆかりあげ たまご チーズ さとう でんぷん こむぎこ しそ キャベツ ほうれんそう

おひたし

＊材料の都合で献立を一部変更することがあります。ご了承ください。
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8日 火 ごはん
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2日 水 ごはん
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1日 火 ハヤシライス
（ごはん）

小 648 21.8

中 823

たんぱく質

主　食
牛
乳

副　　食

赤のグループ 黄のグループ 緑のグループ

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

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

kcal

〈小・中学校用〉

２月 の こんだてひょう
令和3年度 　松山市中島学校給食共同調理場　

10日（木）の『はるみ』、16日（水）の『かんぺい』は、中島産を使用します


