
餅･人参･長ねぎ･干椎茸･なると･豆腐･かつ
おだし･昆布･薄口醤油･めんつゆ･本てり･塩
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・すましじる
・おまめのシチュー
豚肉･じゃが芋･玉ねぎ･人参･しめじ･白花豆ペースト･小麦粉･別海
牛乳･別海バター･チキンコンソメ･塩･こしょう

・チキンのトマトに　

１日
・ココアパン
・べっかいぎゅうにゅう

２日 <こどもの日メニュー>
・ちらしずし　　　・きざみのり
精白米･ちらし寿司の素

・べっかいぎゅうにゅう

・つくねとやさいのにもの　

青りんごゼリー

・カラフルサラダ

鶏肉･玉ねぎ･ピーマン･にんにく･塩･こしょう･トマトケチャップ･
ウスターソース･トマトソース･三温糖･でん粉･オリーブ油

つくね･大根･人参･グリンピース･生姜･つきこん･醤油･本てり･三
温糖･かつおだし･米油

・こどものひデザート　

１１日 １２日
・カレーうどん ・ビビンバどん　　　　　　　 ・ごはん　　　　　　　　　 ・ごはん ・こくとうパン
８日 ９日 １０日

（小）636kcal　たんぱく20.3g （中）800kcal　たんぱく24.5g

きゃべつ･きゅうり･パプリカ･ホールコーン･米酢･上白糖･塩･こ
しょう･米油

厚揚げ･大根･かつおだし･白味噌 豚肉･じゃが芋･人参･玉ねぎ･赤ワイン･トマトピューレ･デミグラ
スソース･チキンコンソメ･三温糖･塩･こしょう･米油･別海バター・ちくわのいそべあげ　 青梗菜･高野豆腐･かつおだし･白味噌 ・ぶたにくのしょうがやき

うどん麺･鶏肉･油揚げ・人参･玉ねぎ･カレー粉･カレールー・醤
油･本てり･めんつゆ･かつおだし･でん粉

・べっかいぎゅうにゅう ・べっかいぎゅうにゅう ・べっかいぎゅうにゅう
・ちんげんさいと ・あつあげとだいこんのみそしる ・ポークシチュー

・べっかいぎゅうにゅう 　　　　　　こうやどうふのみそしる

・さけフライ　　　Ｐしょうゆ ・コーングラタン

（小）649kcal　たんぱく34.1g （中）821kcal　たんぱく42.5g

精白米･豚肉･味付メンマ･生姜･にんにく･小松菜･もやし･人参･酒･
本てり･豆板醤･赤味噌･三温糖･醤油･上白糖･塩･白ごま･ごま油

・べっかいぎゅうにゅう
・たまごスープ

別海町学校給食センター

平成２９年度

今年もやります♪ 【ラッキー デ ー 】

ラッキー20

ことし

「もち」はよく

かんで食べ

ましょう！

おさつスティック

・えびかいせんぎょうざ　

きゃべつ･人参･粉ピーナッツ･上白糖･醤油 ・もやしソテー
もやし･ピーマン･ベーコン･オイスターソー
ス･チキンコンソメ･醤油･こしょう･米油

竹輪の磯辺揚げ･米油 ・さけフライ　　　Ｐしょうゆ ・コーングラタン
・さっぱりあえ 鮭フライ・米油 コーングラタン

きゃべつ･人参･青じそドレッシング ・おさつスティック

鶏卵･ベーコン･人参･ほうれん草･干椎茸･シャンタン･醤油･塩･こ
しょう

ひじき･油揚げ･鶏ひき肉･ごぼう･人参･つきこん･醤油･三温糖･本
てり･かつおだし･米油･ごま油

・ひじきのいために

豚肉･玉ねぎ･生姜･酒･醤油･三温糖･本てり･米油

・はるきゃべつのピーナッツあえ

（小）608kcal　たんぱく28.8g （中）761kcal　たんぱく34.9g （小）641kcal　たんぱく27.1g （中）792kcal　たんぱく32.9g

１５日 １６日 １７日 １８日
（小）674kcal　たんぱく22.7g （中）851kcal　たんぱく28.1g （小）626kcal　たんぱく29.2g （中）777kcal　たんぱく35.3g （小）664kcal　たんぱく26.5g （中）834kcal　たんぱく32.5g

・にくだんごのすぶた

１９日
・しょうゆラーメン ・ごはん　　　　　　　　　 ・ごはん
中華麺･豚肉･なると･味付メンマ･白菜･長ねぎ･もやし･人参･醤油
ラーメンスープ･豚骨･鶏がら･煮干

・べっかいぎゅうにゅう
・だいこんはととうふのみそしる

・にくじゃが

・べっかいぎゅうにゅう
・はるさめスープ
白菜･えのき茸･春雨･醤油･シャンタン･塩･こしょう･でん粉

・コッペパン ・チョコレートクリーム
・べっかいぎゅうにゅう
・クラムチャウダー
ベーコン･あさり･玉ねぎ･人参･別海バター･別海牛乳･小麦粉･チキ
ンコンソメ･塩･こしょう･パセリ

お弁当
べ ん と う

の日
ひ

（小）621kcal　たんぱく23.0g （中）778kcal　たんぱく27.7g

パイン缶

　　　　　　　　幼小２個・中３個
えび海鮮餃子

・パイン ・ごぼうサラダ

豚肉･じゃが芋･人参･玉ねぎ･白滝･さつま揚げ･醤油･三温糖･本て
り･米油

ごぼう･人参･きゅうり･ツナ･エッグケアマヨネーズ･上白糖･トマ
トケチャップ･白ごま･醤油

・バンバンジーサラダ
きゃべつ･人参･きゅうり･パプリカ･ささみ･中華ドレッシング

ミートボール･干椎茸･竹の子･玉ねぎ･ピーマン･人参･トマトケ
チャップ･薄口醤油･三温糖･酒･オイスターソース･りんご酢･塩･米
油･でん粉

２６日
・スパゲティミートソース ・ほたてカレー　　　　　　　 ・ごはん　　・ふりかけ（のりかつお） ・ごはん　　　　　　　　　 ・ミルクパン
２２日 ２３日 <べっかいきゅうしょく> ２４日 ２５日

・べっかいぎゅうにゅう ・べっかいぎゅうにゅう

大根葉･豆腐･かつおだし･白味噌

（小）617kcal　たんぱく29.6g （中）762kcal　たんぱく36.3g （小）621kcal　たんぱく23.6g （小）777kcal　たんぱく28.4g

・べっかいぎゅうにゅう

（小）679kcal　たんぱく33.4g （中）860kcal　たんぱく41.1g

※別海
べっかい

牛乳
ぎゅうにゅう

がつきます

・しろみざかなのハーブやき
たら･塩･ハーブシーズニング･オリーブ油

・ジャーマンポテト
じゃが芋･玉ねぎ･ウインナー･にんにく･チキンコンソメ･塩･粗挽
きこしょう･パセリ･オリーブ油

・べっかいぎゅうにゅう

ラッキー20

ラッキー20

３１日

こんにゃく･人参･竹の子･焼き竹輪･かつお節･醤油･本てり･三温
糖･米油

・すきやきふうに
・やさいコロッケ

スパゲティ･オリーブ油･豚ひき肉･玉葱･人参･オニオンダイスソ
テー･にんにく･ミートップ･トマトケチャップ･デミグラスソース･
ウスターソース･三温糖･塩･こしょう･米油

・べっかいぎゅうにゅう ・べっかいぎゅうにゅう
・ぐだくさんみそしる ・ミネストローネ
大根･人参･小松菜･干椎茸･豆腐･かつおだし･白味噌

型抜きチーズ

うどん麺･鶏肉･人参･長ねぎ･小松菜･なると･醤油･本てり･めんつ
ゆ･塩･かつおだし･米油

・べっかいぎゅうにゅう
・じゃがいもとわかめのみそしる

・べっかいぎゅうにゅう じゃが芋･わかめ･かつおだし･白味噌

２９日 ３０日
・かしわうどん ・ごはん　　　　　　　

（中）777kcal　たんぱく24.9g （小）625kcal　たんぱく23.5g （中）782kcal　たんぱく28.3g （小）635kcal　たんぱく27.3g （中）771kcal　たんぱく32.2g（小）772kcal　たんぱく30.2g （中）936kcal　たんぱく35.5g （小）727kcal　たんぱく21.0g （小）905kcal　たんぱく25.1g （小）645kcal　たんぱく21.8g

・ごはん　　　　　　　　　
・べっかいぎゅうにゅう
・けんちんじる
大根･人参･ごぼう･干椎茸･豆腐･油揚げ･醤油･めんつゆ･塩･かつお
だし･米油

きゃべつ･人参･焼き竹輪･エッグケアマヨネーズ･白味噌･醤油

・かぼちゃひきにくフライ ・とりにくのあまずに
南瓜ひき肉フライ･米油 鶏肉･大根･グリンピース･生姜･にんにく･醤油･酒･オイスターソー

ス･りんご酢･三温糖･豆板醤･米油・ココアワッフル
・さばしょうゆみりんやき
さば醤油みりん漬け

・こんにゃくのおかかにココアワッフル ・みそマヨサラダ

精白米･麦･野付産ほたて･じゃがいも･人参･玉ねぎ･生姜･にんに
く･カレールー･米油

・べっかいぎゅうにゅう

野菜コロッケ･米油

・かたぬきチーズ

福神漬け

・ヨーグルトあえ

・べっかいぎゅうにゅう

黄桃･ミックスフルーツ（白桃･みかん･りんご）･バナナ･レモン果
汁･ゼリー（ぶどう･りんご）･別海ヨーグルト

・たまごやき
厚焼きたまご

・きんぴらごぼう

・べっかいぎゅうにゅう
・ふきとあぶらあげのみそしる
ふき･油揚げ･かつおだし･白味噌

豚肉･白滝･焼き豆腐･玉ねぎ･長ねぎ･えのき茸･醤油･三温糖･本て
り･酒･米油

ほうれん草･白菜･人参･黒ごま･上白糖･醤油

ハンバーグ･トマトケチャップ･中濃ソース･トマトソース･上白糖

ベーコン･人参･玉ねぎ･じゃが芋･にんにく･マカロニ･トマト缶･チ
キンコンソメ･塩･こしょう･三温糖･米油

アスパラ･きゃべつ･人参･サウザンアイランドドレッシング

・ほうれんそうとはくさいのごまあえ ・アスパラのサラダ

・ハンバーグソースかけ

ごぼう･人参･つきこん･豚肉･醤油･酒･本てり･三温糖･白ごま･ごま
油･米油

・ふくじんづけ

ラッキー20

★２日はひとあし早い「こどもの

日メニュー」です。お楽しみに♪

★１９日の「たら」・３１日の「さ

ば」には骨があるかもしれませ

ん。注意して食べましょう。

ラッキー20
糖･米油

（小）659kcal　たんぱく23.2g （小）825kcal　たんぱく28.0g（小）628kcal　たんぱく23.7g （中)748kcal　たんぱく27.9g （小）629kcal　たんぱく25.3g （中)787kcal　たんぱく30.5g


