
平成29年度

赤の食品 緑の食品 黄の食品 赤の食品 緑の食品 黄の食品

血・肉・骨になる 体の調子を整える 働く力や体温になる 血・肉・骨になる 体の調子を整える 働く力や体温になる

主食 コッペパン パン 主食・主菜 しおラーメン ぶた肉　わかめ　なると
ほうれんそう　ねぎ　にんにく
たけのこ

ゆでラーメン

汁物 小松菜スープ 鶏卵　ハム こまつな　きくらげ　にんじん　えのきたけ ごま油　でん粉 副菜 揚げごぼうのごま和え ごぼう
でん粉　サラダ油　さとう
ごま

主菜 豚にらパスタ ぶた肉
たまねぎ　にら　にんじん　しいたけ★
にんにく

スパゲッティ　バタ― その他 いよかんゼリー いよかん さとう

副菜 バナナ バナナ 主食 麦ごはん 精麦　こめ★

その他 ブルーベリージャム ブルーベリー さとう 汁物 小松菜のみそ汁 あぶらあげ こまつな　ぶなしめじ

主食 麦ごはん 精麦　こめ★ 主菜 豆腐の肉みそあん包み とうふ　大豆 たまねぎ　にんじん さとう　でん粉

汁物 もずく汁 もずく　とうふ ねぎ 副菜 大根の煮物 ぶた肉
だいこん　にんじん　さやいんげん
しょうが

さとう　サラダ油

主菜 いわしの梅煮 いわし うめ さとう 主食 麦ごはん 精麦　こめ★

副菜 白菜の卵とじ 鶏卵　とり肉　ちくわ はくさい　たけのこ はるさめ　サラダ油　さとう 汁物 どさんこ汁 ぶた肉　とうふ
にんじん　ねぎ　しいたけ★
スイートコーン しょうが　にんにく

じゃがいも　ごま油　バタ―

その他 せつぶん豆 大豆 さとう 主菜 あじフライ あじ 小麦粉　パン粉　サラダ油

主食 麦ごはん 精麦　こめ★ 副菜 水菜と白菜の和え物 わかめ はくさい　水菜 サラダ油　さとう

汁物 大根のみそ汁 あぶらあげ だいこん　ねぎ 主食・主菜 焼きそばパン ぶた肉
にんじん　たまねぎ　もやし　キャベツ
にら

パン　麺　サラダ油

主菜 鮭のマヨネーズ焼き さけ たまねぎ　にんじん　パセリ マヨネーズ 汁物 にら玉スープ 鶏卵　とうふ にら　はくさい　たまねぎ ごま油　でん粉

副菜 きんぴらごぼう さつまあげ ごぼう　さやいんげん　にんじん
つきこんにゃく　サラダ油
さとう　ごま油　ごま 副菜 グレープフルーツ グレープフルーツ

主食 ミルクパン ミルクパン その他 ベビーチーズ チーズ

汁物 トマトのブラウンシチュー とり肉　脱脂粉乳
たまねぎ　にんじん　グリンピ―ス
ぶなしめじ　にんにく　トマト

じゃがいも 主食 鮭ごはん 鮭 精麦　こめ★　ごま

主菜 スコッチエッグ 鶏卵　牛肉　ぶた肉 たまねぎ パン粉　さとう 汁物 すりみ汁 ほっけ　昆布 だいこん　にんじん　ねぎ　しょうが

副菜 ブロッコリーとコーンのサラダ ブロッコリー　スイートコーン さとう　サラダ油 主菜 ねぎたま焼き 鶏卵 長ねぎ さとう

主食・主菜 豚キムチ丼 ぶた肉 はくさい　たまねぎ　しいたけ★　にら
精麦　こめ★　ごま　ごま油
サラダ油 副菜 さといものピリ辛炒め ぶた肉 にんじん　にんにく

つきこんにゃく　さといも　サ
ラダ油 ごま油

汁物 ワカメスープ わかめ にんじん　えのきたけ　ねぎ ごま　でん粉 主食 ココアパン パン

副菜 スナッキーパンプ チーズ かぼちゃ 小麦粉　サラダ油　さとう 汁物 いんげん豆のスープ 白花豆　とり肉　いんげん豆 たまねぎ　にんじん　スイートコーン じゃがいも

主食 ごまパン パン 主菜 ししゃもフリッター ししゃも 小麦粉　でん粉　サラダ油

汁物 にんじんポタージュ ベ―コン　脱脂粉乳　チーズ にんじん　たまねぎ　とうもろこし　パセリ 小麦粉　生クリ―ム　バタ― 副菜 れんこんサラダ ちくわ れんこん　にんじん　きゅうり ごま　マヨネーズ

主菜 えびフライ えび　鶏卵 小麦粉　サラダ油 主食 麦ごはん 精麦　こめ★

副菜 チーズサラダ チーズ キャベツ　きゅうり　にんじん　スイートコーン サラダ油　さとう 汁物 ビーフンスープ ぶた肉
きくらげ　はくさい　にんじん　ほうれ
んそう　ねぎ

ビ―フン　ごま　ごま油

主食 麦ごはん 精麦　こめ★ 主菜 鶏の唐揚げ とり肉 小麦粉　でん粉　サラダ油

汁物 牛肉スープ 牛肉 にんじん　しいたけ★　はくさい はるさめ　ごま 副菜 キャベツの中華サラダ かにフレーク　ひじき キャベツ　えだまめ　スイートコーン さとう　ごま油　ごま

主菜 カレーコロッケ 大豆 たまねぎ
小麦粉　パン粉　さとう　じゃがいも
サラダ油

主食・主菜 肉みそ丼 ぶた肉　大豆
ごぼう　にんじん　スイートコーン
しいたけ★ ねぎ　しょうが　にんにく

こめ★　精麦　サラダ油
さとう ごま

副菜 大根とツナのサラダ ツナ だいこん　にんじん　きゅうり ごま　さとう　サラダ油 汁物 なめこのみそ汁 あぶらあげ なめこ　だいこん　こまつな

主食 チキンカレー とり肉　脱脂粉乳 にんじん　たまねぎ　グリンピ―ス　りんご こめ★　精麦　じゃがいも　サラダ油 副菜 磯香り和え かつおぶし　のり ほうれんそう　はくさい

汁物 牛乳 牛乳 その他 ブルーベリージョア ヨーグルト ブルーベリー

主菜 切干大根ののりごまサラダ のり 切干大根　きゅうり　にんじん ごま　さとう　ごま油 主食 黒糖パン パン

副菜 ヨーグルト ヨーグルト 汁物 コーンスープ ベ―コン　クリームチーズ
脱脂粉乳

たまねぎ　にんじん　スイートコーン バタ―

主食 バターパン パン 主菜 チキンみそカツ 鶏肉　みそ パン粉　小麦粉　サラダ油

汁物 レタススープ ぶた肉　鶏卵 レタス　たまねぎ　にんじん でん粉 副菜 みかん みかん

主菜 ハートのハンバーグ 鶏肉　ぶた肉 たまねぎ さとう その他 桃といちごのクレープ 鶏卵　ヨーグルト いちご　もも さとう　小麦粉　油

副菜 じゃがコーン ウインナー スイートコーン　さやいんげん じゃがいも　バタ― 主食 麦ごはん 精麦　こめ★

その他 チョコレートチーズ チーズ　脱脂粉乳 さとう 汁物 鶏のみぞれ鍋 とり肉
はくさい　にんじん　ねぎ　ごぼう
しいたけ★　大根

主菜 さばのみそ煮 さば　みそ さとう　でん粉

副菜 チンジャオロース ぶた肉
青ピ―マン　にんじん　たけのこ
しょうが にんにく

さとう　サラダ油

その他 ストロベリーババロア 牛乳 いちご さとう
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★印のついた食材は木古内産及び近隣町産です。

物資購入の都合により、献立・食材・産地に変更が生じる場合があります。
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2月　献立表
木古内町立学校給食センター

電話：２－２３８３

日
献立名

※牛乳は毎日つきます
日

献立名

※牛乳は毎日つきます
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