平成２８年４月分 学 校 給 食 献 立 予 定 表
ア ：アレルギーを起こしやすい原材料
1日ごとのアレルゲンが表示してありますので、各献立につきましては各学校にお問い合わせください。
しょくじのマナーをまもりましょう
月

火

水

木

金

こどもの

ごにゅうがく・ごしんきゅうおめでとうございます

きほんてきせいかつしゅうかんのいくせい
「はやね・はやおき・あさごはん」

はる

ひ

こ こ ち

まいつき１９日は
「しょくいくのひ〜おうちでごはんのひ〜」
これをきかいにきゅうしょくじかんやかていでの
しょくじじかんに「しょく」について
いろいろはなしあってみましょう。

き せ つ

あたたかい春の日ざしが心地よい季節となりました。
にゅうがく

しんきゅう

むか

ほ

ご

し

ゃ

ご入学・ご進級を迎えたみなさん、ならびに保護者の
まこと

みなさま、誠におめでとうございます。
き ょ う ど う ち ょ う り じょう

あ ん し ん

あん ぜん

きゅうし ょく

共同調理場では、安心、安全でおいしい給食づくりを
こ ころ

ねが

心がけていきますので、よろしくお願いします。

赤

１１日 こめこパン
ぎゅうにゅう
コーンクリームスープ
ボロニアステーキ
*おいわいデザート

１２日 むぎごはん
ぎゅうにゅう
ポークカレー
あいちのみかんゼリーあえ

１３日 ごはん
ぎゅうにゅう
さくらのすましじる
とりにくのたつたあげ
いんげんのごまあえ

【ぎゅうにゅう】 ベーコン ボロニアステーキ

【ぎゅうにゅう】 【ぶたにく】

たまねぎ にんじん パセリ ホールコーン

緑 クリームコーン おいわいデザート

黄
ア

赤

【こめこパン】 あぶら

小麦 乳 大豆 豚肉 鶏肉

ア

赤

【ぎゅうにゅう】 【ぶたにく】 いかだんご

【ぎゅうにゅう】 【ぶたにく】 やきぶた

とりにく

さば

ギョーザ

たまねぎ にんじん グリンピース

はくさい にんじん えのきたけ 【みつば】

はくさい えのきたけ にんじん しらたき

にんじん もやし はくさい ねぎ

【あいちのみかんゼリー】 パイン もも

ほししいたけ しょうが さやいんげん

ねぎ ほししいたけ

きゅうり

【むぎごはん】 じゃがいも あぶら

【ごはん】 でんぷん あぶら ごま

【ごはん】 あぶら

【ちゅうかめん】 あぶら

乳 豚肉 小麦 大豆 バナナ もも

乳 大豆 小麦 さば 鶏肉 ごま

乳 豚肉 いか 大豆 小麦 さば

小麦 乳 豚肉 大豆 鶏肉 ごま
ゼラチン

１９日 ごはん
ぎゅうにゅう
おやこに
ポテトコロッケ（ソース）
ボイルキャベツ

【ぎゅうにゅう】 かまぼこ 【とうふ】 わかめ
キャベツいりミンチカツ
たけのこ にんじん えのきたけ ねぎ

たまねぎ にんじん グリンピース

こんにゃく ごぼう だいこん にんじん

はるキャベツ たまねぎ にんじん

たまねぎ にんじん グリンピース

ほししいたけ 【キャベツ】

ねぎ ホールコーン

パセリ レモン

にんにく

【ごはん】 さとう あぶら ポテトコロッケ

【ごはん】 さといも あぶら さとう

クロワッサン じゃがいも あぶら さとう

ソフトめん さとう あぶら

むらさきいもチップス

ココアパウダー

【ごはん】 あぶら

乳 大豆 小麦 牛肉 豚肉 オレンジ

２０日 ごはん
ぎゅうにゅう
ぶたじる
ひじきのいために

２１日 クロワッサン
ぎゅうにゅう
はるキャベツのスープ
ハンバーグのレモンソース
むらさきいもチップス

【ぎゅうにゅう】 とりにく 【たまご】 かまぼこ

【ぎゅうにゅう】 【ぶたにく】 【とうふ】 あかみそ

【ぎゅうにゅう】 ベーコン ハンバーグ

こうやどうふ

ひじき マグロフレーク

乳 鶏肉 卵 大豆 小麦 豚肉

乳 豚肉 大豆 小麦

小麦 乳 大豆 豚肉 鶏肉

２６日 ごはん
ぎゅうにゅう
はるさめスープ
チンジャオロース

２７日 わかめごはん
ぎゅうにゅう
かきたまじる
しろみざかなのくろずだれ
*カットパイン

２８日 ごはん
ぎゅうにゅう
ハヤシシチュー

【ぎゅうにゅう】 とりにく かまぼこ ゆば

【ぎゅにゅう】 【ぶたにく】 ぎゅうにく

【ぎゅうにゅう】 【たまご】 とりにく かまぼこ

【ぎゅうにゅう】 【ぶたにく】 なまクリーム 【だいず】

【ごはん】 あぶら さとう

【ぎゅうにゅう】 あいびきにく

小麦 乳 豚肉 牛肉 大豆 鶏肉
バナナ りんご

２５日 ごはん
ぎゅうにゅう
ゆばのすいもの
さわらのてりやき
こがねあえ
さわら

２２日 ソフトめん
ぎゅうにゅう
ソフトめんミートソース
あじフリッター・２こ
ココアパウダー
あじフリッター

牛肉 りんご

緑 ねぎ 【ほうれんそう】 ホールコーン

ア

【ぎゅうにゅう】 かまぼこ 【とうふ】

１８日 ごはん
ぎゅうにゅう
わかたけじる
キャベツいりミンチカツ
*オレンジ

はくさい にんじん えのきたけ ほししいたけ

黄

１５日 ちゅうかめん
ぎゅうにゅう
ごもくラーメン
あげギョーザ・２こ
きゅうりのナムル

りんご

緑 オレンジ

黄

１４日 ごはん
ぎゅうにゅう
ちゃんこじる
さばのしおやき
のりふりかけ

２９日 しょうわのひ

まめまめサラダ（ごまドレッシング）

*ヨーグルト

しろみざかなのてんぷら

マグロフレーク ヨーグルト

もやし にんじん エリンギ ねぎ たけのこ

にんじん えのきたけ 【みつば】 ほししいたけ

たまねぎ にんじん グリンピース

ピーマン あかパプリカ にんにく

カットパイン

えだまめ きゅうり ホールコーン

【ごはん】 はるさめ あぶら さとう

【わかめごはん】 でんぷん あぶら さとう

【ごはん】 じゃがいも あぶら ごまドレッシング

でんぷん ごまあぶら

乳 鶏肉 大豆 小麦

乳 豚肉 鶏肉 ごま 大豆 小麦

乳 卵 鶏肉 大豆 小麦 さば

牛肉

＊ 赤 ： おもにからだをつくるもとになる
＊*

乳 豚肉 小麦 大豆 鶏肉 バナナ
りんご ごま 卵

＊ 緑 ： おもにからだのちょうしをととのえる

＊ 黄 ： おもにエネルギーのもとになる

オレンジのかわとほうそうし、カットパインのほうそうし、おいわいデザート、ヨーグルトのからようき・スプーンはぎょうしゃがかいしゅうします。

＊ サラダは、なまやさいではなく、すべてゆでてしようします。
・・ちさんちしょう・・【 】のしょくひんはあいちけんさんのものをしようしています。
＊てんこうにより、さんちがへんこうすることがあります。
＊こんだてめいに（

）できさいされているちょうみりょうは、こぶくろタイプです。

＊１４日、２０日、２６日のおかずには、調味料に乳・卵・小麦・えび・かにを含むことがありますが、食材にはこれらのアレルゲンとそば・落花生を含んでいません。

小学校家庭配布表(一宮市教育委員会学校給食課 北部）

