
続きは裏面へ

副菜 小松菜とコーンのソテー

平成29年4月3日
木古内町立学校給食センター

電話：２－２３８３

ごま ワカメ　豆腐 ☆えのきたけ　長ねぎ

日
献立名 食材名　　★印：木古内産　☆印：町外の北海道産

ひとこと
栄
養
教
諭

指
導
学
年※牛乳は毎日つきます 働く力や体温になる 体の血・肉・骨になる 体の調子を整える

　
食物アレルギーについて

　給食センターでは、食物アレル
ギーを持つ児童・生徒へアレルゲ
ンを含む料理を別の料理に替える
「代替食」や、原因食品を除く「除
去食」を提供しています。
　食物アレルギーの中には、「ソバ・
魚卵・果物」などに対し、成長途中
で発症することがあります。もしも、
お子さんがアレルギー症状を発症
されましたら、かかりつけの病院で
検査を受け、医師とご相談の上、
学級担任または給食センターへご
連絡ください。
　後日、保護者の方と面談し、対
応を検討させていただきます。

11
火

副菜 チンジャオロース 豚肉
ピーマン　にんじん　たけのこ
しょうが　にんにく

☆麦　★ごはん

主菜 ニラまんじゅう 油　小麦粉 豚肉
キャベツ　ニラ　長ねぎ　しょうが
にんにく

主食 麦ごはん

7
金

主食 麦ごはん ☆麦　★ごはん

汁物 ワカメスープ

10
月

汁物 ほうれん草のみそ汁 豆腐 ほうれん草　☆えのきたけ　長ねぎ

白菜　☆玉ねぎ　にんじん
☆ぶなしめじ

主菜 厚焼き玉子 卵

副菜

主菜 チキンカツ 油　パン粉 鶏肉

じゃがいものそぼろ煮 ☆じゃがいも 豚ひき肉　大豆 にんじん　☆玉ねぎ　こんにゃく

主食 コッペパン

主食 黒糖パン ☆パン

玉ねぎ　トマトペースト

☆パン

玉ねぎ

汁物 なめこのみそ汁 豆腐 ☆なめこ　大根　小松菜

ウィンナー 小松菜　☆玉ねぎ　☆とうもろこし

汁物 白菜のミルクスープ ベーコン

主菜 小いわしの竜田揚げ 油　パン粉 いわし しょうが

主食 麦ごはん

副菜 切り干し大根の炒め煮 豚肉　生揚げ
水菜　☆いんげん　にんじん
切り干し大根

☆麦　★ごはん

副菜 マカロニサラダ
マカロニ　ドレッシン
グ

ポークハム にんじん　☆玉ねぎ　きゅうり

汁物 かぶのコンソメスープ ウィンナー
☆かぶ　キャベツ　☆玉ねぎ
☆とうもろし

主菜 チーズ入り肉団子 パン粉　マーガリン 鶏肉　チーズ　

主食・主菜 ポークカレー
☆麦　★ごはん
☆じゃがいも

豚肉　スキムミルク
白花豆ペースト

にんじん　☆玉ねぎ　☆いんげん
しょうが　にんにく　りんご

副菜 ブロッコリーとコーンのサラダ ドレッシング ☆ブロッコリ－　☆とうもろこし

その他 お祝いいちごゼリー ゼリー 豆乳クリーム

12
水

13
木

小
1

14
金

入学・進級お祝い給食！ 

  

 １４日はお祝い給食です。
人気のポークカレーやお祝い

いちごゼリ－が登場します。

入学・進級した子どもたちに

おめでとうの気持を込めて給

食をお届けします。みなさん

お楽しみに！！ 
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※給食指導の日程や材料の調達による献立の一部変更、産地の変更をすることがありますので、あらかじめご了承下さい。
給食に関わるご質問・ご意見など、給食センター（２－２３８３）へご連絡下さい。

☆長いも 豆腐　豚肉
こんにゃく　にんじん　ごぼう　長ねぎ
しょうが

小
1

汁物 長いもの豚汁

18
火

１9
水

キャベツ　にんじん

主食 ねじりパン ☆パン

主菜 若鶏のごま照り焼き パン粉　ごま 鶏肉

副菜 キャベツの炒めもの さつま揚げ

ドレッシング ごま カニかまぼこ ほうれん草　☆もやし　しょうが

汁物 コーンポタージュ
ベーコン　スキムミルク
生クリーム　クリームチーズ

☆とうもろこし　☆玉ねぎ　パセリ

主食 ワカメごはん ☆麦　★ごはん ワカメ

主菜 コロッケ
油　じゃがいも　パ
ン粉

鶏肉

副菜 ほうれん草の中華サラダ

汁物 大根のみそ汁 油揚げ 大根　長ねぎ　小松菜

主菜 オムレツ 卵

☆ふき　たけのこ　ごぼう　いんげん
にんじん　こんにゃく

主食 ココアパン ☆パン

主菜 肉シュウマイ
小麦粉　パン粉　で
ん粉

豚肉 玉ねぎ　しょうが

副菜 春野菜のきんぴら さつま揚げ

副菜 ジャーマンポテト ☆じゃがいも ウィンナー ☆玉ねぎ　パセリ

汁物 レタスのスープ ベーコン
レタス　にんじん　☆もやし
☆とうもろこし

その他 （中学校）ベビーチーズ チーズ

主食 麦ごはん ☆麦　★ごはん

主食・主菜 豚すき丼
☆麦　★ごはん　ご
ま

豚肉　 ☆玉ねぎ　切り干し大根　しらたき

主食 コッペパン ☆パン

麦ごはん ☆麦　★ごはん

副菜 ニラのおひたし ごま ★ニラ　☆もやし

☆玉ねぎ　☆いんげん　にんじん
☆ぶなしめじ主菜

副菜 ひじきの煮物 ごま 高野豆腐　さつま揚げ
しらたき　★干しひじき　切り干し大根
にんじん　☆いんげん

汁物 玉ねぎのみそ汁 豆腐 ☆玉ねぎ　長ねぎ

主菜 和風フライドチキン 油　小麦粉　パン粉 鶏肉

27
木

主食 黒糖パン ☆パン

汁物 えびボールスープ 春雨 えび団子
小松菜　にんじん　★しいたけ　しょう
が

小
6

主菜 さんまのマーマレード煮
　　　　　　　マーマレー
ド

さんま

ハム きゅうり　玉ねぎ

主食 麦ごはん ☆麦　★ごはん

汁物 きのこ汁 豆腐
★しいたけ　ぶなしめじ　えのきたけ
☆玉ねぎ

主菜 ハンバーグ

小
4

汁物 ふのりのみそ汁 ☆じゃがいも ふのり　豆腐　油揚げ 長ねぎ

25
火

小
5副菜

その他

クリームシチュー ☆じゃがいも
鶏肉　スキムミルク
クリームチーズ

白花豆コロッケ
油　パン粉　じゃが
いも
バター

白花豆　スキムミルク

ほうれん草とコーンのサラダ ハム
ほうれん草　☆もやし　☆とうもろこ
し

いちごジャム ジャム

ひとこと
※牛乳は毎日つきます 働く力や体温になる 体の血・肉・骨になる 体の調子を整える

20
木

小
2

21
金

小
3

副菜 ちくわと野菜のごま和え ちくわ ほうれん草　☆もやし

汁物 いも団子汁 いも団子 鶏肉
大根　にんじん　長ねぎ　ごぼう
★しいたけ

主菜 さばのみそ煮 さば

28
金

主食 麦ごはん ☆麦　★ごはん

17
月

日
献立名 食材名　　★印：木古内産　☆印：町外の北海道産

24
月

26
水

主食

副菜 白菜の中華炒め
　　　　　　　　　　春
雨

豚肉 白菜　にんじん　★ニラ

パン粉 豚肉　鶏肉

副菜 ポテトサラダ
☆じゃがいも　　ごま
ドレッシング

早寝  

早起き 

朝ご飯  

外遊び 

 

ニラ生産組合 

より無償提供 

ニラ生産組

合 

より無償提供 

     今年度もニラを無償 

    提供していただきます！ 

 

 

 新年度が始まりました。給食セ

ンターでは木古内町の食材の活

用に力を入れ、毎年生産関係者

から多大なご協力を頂いています。 

 今年度もニラを生産組合から無

償で提供して頂きます。おひたし

や炒め物、汁物などに調理して

子供たちにお届けしますので、ぜ

ひ味わって食べてください！ 

給食にでてくる魚に 

ついてのお願い 

 
 給食にでてくる煮魚は、骨が柔

らかいので食べることができま

すが、焼き魚や魚のフライ、汁

物に入っている魚には、かたい

骨が入っている場合があります。

自分で取りのぞいて食べられる

よう、ご家庭でもご指導をよろし

くお願いいたします。 
 

煮魚‥‥さんまのみそ煮、さば

の照り煮など 

焼き魚・フライ‥‥鮭の塩焼き、

鮭フライなど 

汁物‥‥石狩汁、寒だら汁など 

 

ニラ生産組

合 

より無償提供 
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