
1 日 ｋcal ｇ 2 日 807 ｋcal 28.7 ｇ 3 日 811 ｋcal 33.8 ｇ 4 日 785 ｋcal 30.6 ｇ 5 日 857 ｋcal 30.6 ｇ

8 日 800 ｋcal 28 ｇ 9 日 754 ｋcal 28.2 ｇ 10 日 843 ｋcal 26.9 ｇ 11 日 ｋcal ｇ 12 日 818 ｋcal 22.5 ｇ

15 日 751 ｋcal 27.8 ｇ 16 日 832 ｋcal 34.6 ｇ 17 日 740 ｋcal 38.3 ｇ 18 日 859 ｋcal 27.5 ｇ 19 日 744 ｋcal 34.9 ｇ

22 日 825 ｋcal 32.5 ｇ 23 日 751 ｋcal 27.4 ｇ 24 日 746 ｋcal 27.7 ｇ 25 日 792 ｋcal 37.5 ｇ 26 日 840 ｋcal 33.9 ｇ

29 日 780 ｋcal 28.4 ｇ

ごぼう　しらたき　にんじん　葱
たまねぎ　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ　みかん
きゃべつ　えのきたけ　チンゲン菜

牛乳　鶏肉　油揚げ　わかめ
みそ

米　さとう　じゃが芋

果物
牛乳

からし和え
わかめのみそ汁

たまねぎ　つきこん　しいたけ
いんげん　とうな　もやし
にんじん

にんじん　だいこん　しめじ
チンゲン菜　きゃべつ　かぶ
きゅうり

にんじん　ごぼう　だいこん
つきこん　しめじ　葱
小松菜　はくさい　いちご

たまねぎ　かぼちゃ　こまつな
ねぎ　きゃべつ　にんじん
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　コーン

たまねぎ　にんじん　しいたけ
えのきたけ　ねぎ　もやし
ほうれんそう

鶏ごぼう丼

牛乳　鶏肉　ちくわ　卵
にしん

牛乳　豚肉　厚揚げ 牛乳　豚肉　豆腐　いか　みそ 牛乳　大豆　ｳｲﾝﾅｰ　鮭　みそ
ヨーグルト　鶏肉　なると
油揚げ

米　さとう　あぶら　じゃが芋 米　さとう　あぶら　じゃが芋 米　さとう　さつま芋 米　さとう　あぶら めん　さとう　あぶら　ごま

牛乳 牛乳 牛乳 南瓜のみそ汁 飲むヨーグルト

冬菜のお浸し 即席漬け しめじ和え 鮭の焼き漬け ごま和え
親子煮 厚揚げのオイスターソース煮 具だくさん汁 野菜ソテー 和風かけ汁

ごはん ごはん ごはん ごはん 大麦めん
にしんの竜田揚げ ごまみそ肉団子 いかカツフライ 豆味噌 竹輪の磯辺揚げ

米　あぶら　里芋
米　さとう　あぶら
スパゲッティ

米　さとう　じゃが芋　ごま 米　さとう　きざみのり パン　さとう　あぶら

にんじん　だいこん　ねぎ
こまつな　きくらげ　もやし
チンゲン菜

だいこん　ごぼう　にんじん
れんこん　こんにゃく　しいたけ
いんげん　きゃべつ　きゅうり

葱　えのきたけ　きゃべつ
きゅうり　にんじん　たくあん
たまねぎ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

にんじん　たまねぎ　しいたけ
はくさい　チンゲン菜　もやし
ほうれんそう　にんじん

にんじん　たまねぎ　はくさい
コーン　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ｶﾘﾌﾗﾜｰ

牛乳　はんぺん　チーズ
豚肉　みそ

牛乳　ちくわ　鶏肉　さば
ハム

牛乳　鶏ひき肉　卵　油揚げ　ホキ
わかめ　ベーコン　チーズ　みそ

牛乳　豚肉　豆腐
牛乳　ﾍﾞｰｺﾝ　えび　卵
きなこ　ハム

大根のみそ汁 筑前煮 じゃが芋のみそ汁 豆腐の中華煮 エビボールスープ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

はんぺんチーズフライ 鯖のごま照焼 白身魚のカップ焼き 揚げぎょうざ アンサンブルエッグ
豚肉のピリカラ炒め スパゲッティサラダ たくあん和え 磯香和え 花野菜サラダ

えのきたけ　はくさい　葱
しらたき　コーン　ごぼう
にんじん　きゅうり　きゃべつ

だいこん　しめじ　にんじん
葱　きゃべつ　小松菜

にんじん　たまねぎ　もやし
きゅうり　コーン　りんご
グリーンピース

たまねぎ　にんじん　コーン
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ　たまねぎ　きゅうり
チンゲン菜　きゃべつ

ごはん ごはん そぼろごはん ごはん きなこ揚げパン

牛乳　豚肉　焼豆腐
すりみ

牛乳　厚揚げ　鶏肉　みそ
かにかまぼこ

牛乳　豚肉　ハム　わかめ
うずらの卵

牛乳　ｳｲﾝﾅｰ　ﾍﾞｰｺﾝ　とうふ
豚肉

米　さとう　あぶら　車麩
ごま

米　さとう　あぶら　じゃが芋 米　さとう　あぶら　じゃが芋
米　あぶら　じゃが芋
アーモンド

牛乳 牛乳 牛乳 デザート
牛乳

ごぼうサラダ 和風サラダ 福神漬け アーモンドキャベツ
すきやき風煮 厚揚げのみそ汁 果物 チンゲン菜のスープ

ごはん ごはん たまごカレー 三色ピラフ
コーンしゅまい チキンみそかつ 海藻サラダ 建国記念日 ハートのコロッケ

おもに熱や力になる食品
米　さとう　あぶら
じゃが芋

米　さとう　あぶら　ごま
じゃが芋

米　さとう　ごま
パン　あぶら　マカロニ
じゃが芋　くるみ

おもに体の調子を整える食品
きゃべつ　にんじん　たまねぎ
いんげん　きゅうり　コーン
葱　えのきたけ

しめじ　小松菜　もやし
ほうれんそう　きくらげ　葱

にんじん　つきこん　小松菜
えのきたけ　だいこん　葱
にんじん　きゃべつ

にんじん　たまねぎ　トマト
きゃべつ　きゅうり　夏みかん

牛乳 ミルメークココア

おもに体を作る食品
牛乳　豚ひき肉　わかめ
厚揚げ　卵　ハム　みそ

牛乳　豆腐　いわし　大豆
やきぶた　みそ

牛乳　ぶたにく　油揚げ
鶏肉　みそ

牛乳　いんげん豆　ﾍﾞｰｺﾝ
豚肉　卵

わかめのみそ汁 じゃが芋のみそ汁 粕汁 夏みかんサラダ
牛乳 節分豆 牛乳 牛乳

代　　休 厚揚げのみそ炒め いわしのかばやき 鶏肉のバーベキューソース ミネストローネ
ポテトサラダ きくらげの和え物 ごま浸し スコッチエッグ

2月こんだてカレンダー 笹神中学校
平成28年2月

月 火 水 木 金

ごはん ゆかりごはん ごはん 黒糖くるみパン

≪今月の地場産物≫ 

 

  米 ・ ねぎ 


