
曜 エネルギー（kcal）

たんぱく質（g）

日     脂質（g）    

3 月

【節分献立】
ごはん　牛乳　いわしのしょう
がだれかけ　きゅうりとわかめ
の酢の物　里芋のそぼろ煮
節分豆

米　米油　三温糖　さといも 牛乳　いわし　わかめ　かに
鶏肉　大豆

しょうが　きゅうり　にんじん　こ
んにゃく　さやいんげん 639

29.6
18.9

4 火

ごはん　牛乳　豚肉の甘酢あ
んかけ　春雨サラダ　中華スー
プ

米　でんぷん　米油　三温糖
春雨　中華ドレッシング

牛乳　豚肉　かまぼこ たまねぎ　赤ピーマン　青ピー
マン　にんじん　はくさい　もや
し　エリンギ　とうもろこし　チン
ゲン菜

590
25

15.8

5 水

たいごはん　牛乳　具入り卵焼
き　ブロッコリーとカリフラワー
のおかかあえ　かす汁　いよか
ん

米　大麦　三温糖　里芋 たいごはんの素　牛乳　具入り
卵焼き　花かつお　豚肉　みそ

ブロッコリー　カリフラワー　に
んじん　ごぼう　かぶ　青ねぎ
いよかん

60３
26.8
15.3

6 木

ビーフカレーライス　牛乳　ボロ
ニアステーキ　水菜入り大根サ
ラダ　福神漬

米油　米　大麦　じゃがいも　カ
レールウ　三温糖

牛乳　ソーセージ　牛肉　くきわ
かめ

にんじん　マッシュルーム　たま
ねぎ　グリンピース　だいこん
京菜(水菜)　レモン　福神漬け

644
30

18.3

7 金

ごはん　牛乳　焼き鳥　ほうれ
ん草と春菊のごま和え　えびの
つみれ汁

米　三温糖　米油　白ごま 牛乳　鶏肉　えび団子　油揚げ 白ねぎ　しょうが　ほうれんそう
しゅんぎく　生しいたけ　たまね
ぎ　だいこん　ごぼう　青ねぎ

630
28.6
20.7

10 月

【食物せんい献立･青花献立】
ごはん　牛乳　大豆とごぼうの
青花かき揚げ　チンゲン菜の煮
浸し　筑前煮　いちご

米　小麦粉　上新粉　米油　三
温糖　里芋

牛乳　大豆　焼きちくわ　さつま
揚げ　鶏肉　昆布

ごぼう　青花粉　チンゲン菜
にんじん　たけのこ　れんこん
こんにゃく　乾しいたけ　さやい
んげん　いちご

631
22.6
18.1

12 水

ごはん　牛乳　牛肉のしょうが
焼き　愛彩菜ときゅうりの甘酢
和え　五目みそ汁

米　三温糖　米油　白ごま　さ
つま芋

牛乳　牛肉　厚揚げ　みそ たまねぎ　しょうが　あいさい菜
(わさび菜)　きゅうり　キャベツ
青ねぎ

625
24.3
17.5

13 木

【東京都の献立】
ごはん　牛乳　えびの天ぷら
小松菜のお浸し　おでん風煮
貝佃煮

米　小麦粉　米油　三温糖
じゃがいも

牛乳　えび　牛肉　焼きちくわ
がんもどき　うずら卵　昆布　貝
佃煮

にんじん　こまつな　はくさい
だいこん

649
29.1
18.1

14 金

ごはん　牛乳　赤甘鯛塩焼き
昆布和え　すまし汁　ガトーショ
コラ

米　米油　ふ　ガトーショコラ 牛乳　赤甘鯛　昆布　かまぼこ キャベツ　もやし　にんじん　た
まねぎ　えのきたけ　乾しいた
け　三つ葉

579
24.5
13.1

17 月

ごはん　牛乳　カレイのから揚
げ　ほうれん草の千草和え　厚
揚げと野菜の煮物

米　米油　三温糖 牛乳　カレイでん粉付き　鶏卵
鶏肉　厚揚げ

ほうれんそう　にんじん　きぬさ
や　乾しいたけ

648
29.1
19.8

18 火

【かみかみ献立】
ごはん　牛乳　豚肉のアーモン
ド焼き　切干し大根のごま酢和
え　いかじゃが　１食用昆布

米　米油　三温糖　アーモンド
でんぷん　白ごま　じゃがいも

牛乳　豚肉　いか　昆布 切干大根　にんじん　きゅうり
たまねぎ　こんにゃく　グリン
ピース

630
28.4
13

19 水

【食育の日･湖魚料理献立･青
花献立】
かやくごはん　牛乳　もろこの
ねぎだれかけ　愛彩菜と白菜
の和え物　打ち豆汁　青花粉入
りいちごマフィン

米　大麦　でんぷん　米油　三
温糖　青花粉入りいちごマフィ
ン

牛乳　ほんもろこ　大豆　油揚
げ　豆腐　みそ

かやくごはんの素　白ねぎ　は
くさい　あいさい菜(わさび菜)
にんじん　だいこん　青ねぎ 664

25.2
21.9

20 木

ごはん　牛乳　鮭の塩焼き
きゅうりとかまぼこの酢みそ和
え　白玉汁

米　米油　三温糖　白ごま　白
玉もち

牛乳　鮭　かまぼこ　みそ　鶏
肉

きゅうり　にんじん　たまねぎ
乾しいたけ　京菜(水菜)

596
27

13.5

21 金

【ロシアの献立】
ごはん　牛乳　ミンチカツ　ポテ
トサラダ　ボルシチ

米　米油　三温糖　じゃがいも
ノンエッグマヨネーズ

牛乳　ミンチカツ　牛肉　生ク
リーム

ミックスベジタブル　にんじん
たまねぎ　かぶ　トマト 688

20.9
23.9

24 月

ごはん　牛乳　豚肉の南部焼き
海藻サラダ　里芋のみそ汁

米　白ごま　米油　春雨　三温
糖　里芋

牛乳　豚肉　海藻ミックス　油
揚げ　みそ

たまねぎ　しょうが　はくさい
にんじん　しめじ　青ねぎ

576
26.9
14.7

25 火

ごはん　牛乳　焼きほっけ　ブ
ロッコリーとかにの和え物　五
目煮豆　野菜ふりかけ

米　米油　三温糖 牛乳　ほっけ　かに　大豆　さつ
ま揚げ　昆布

ブロッコリー　とうもろこし　にん
じん　こんにゃく　さやいんげん
野菜ふりかけ

583
29.1
15.3

26 水

ごはん　牛乳　焼きぎょうざ　焼
き豚とピーマンのソテー　春雨
スープ　杏仁豆腐

米　米油　三温糖　ごま油　春
雨

牛乳　ぎょうざ　焼き豚　鶏肉
杏仁豆腐

青ピーマン　赤ピーマン　たけ
のこ　キャベツ　にんじん　乾し
いたけ　もやし　にら

588
19

17.7

27 木

ごはん　牛乳　ほたて貝柱フラ
イ　菜の花あえ　すき焼き　りん
ご

米　米油　三温糖　白ごま　ふ 牛乳　牛肉　ほたて貝柱フライ 菜の花　ほうれんそう　たまね
ぎ　にんじん　青ねぎ　乾しいた
け　はくさい　りんご

662
27.3
19.4

28 金

【青花献立】
青花粉入り加糖パン　キャラメ
ル牛乳　豚肉の小松菜ソース
かけ　キャベツとツナのサラダ
かぶのクリームスープ

コッペパン　三温糖　キャラメル
牛乳の素　米油　ベシャメル
ソース

牛乳　豚肉　まぐろ油漬　鶏肉
豆乳　生クリーム

青花粉　小松菜　キャベツ　か
ぶ　にんじん　たまねぎ　マッ
シュルーム　グリンピース

697
31.7
21.7

☆毎月19日は食育の日です。                       ＊栄養価は、小学校4年生のものです。
※緊急時（気象条件等）により献立を変更することがあります。　　       スプーンがつく日です。

平成26年2月 学校給食予定献立表
草津市学校給食センター

日 献　立　名
主に

エネルギーのもとになる食
品

主に
体をつくるもとになる食品

主に体の調子を
整えるもとになる食品


