
給食カレンダー 平成28年4月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

4月8日

・ポークカレー
・シーチキン和え
・牛乳

4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日

・鳴門わかめごはん ・ごはん ・チキンライス ・豚丼 ・切込みバーガーパン
・肉じゃが ・さばのみそ煮 ・ほうれん草入りグラタン ・いかとコーンのサラダ （ハンバーグ・ボイル野菜）
・大豆とちりめんの揚げ煮 ・若竹汁 ・ポテトスープ （ごまドレッシング） ・キャロットスープ
・牛乳 ・キャベツのすだち酢和え ・お祝いいちごのゼリー ・おさつスティック ・牛乳

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日

・麦入りごはん ・ごはん ・いりこ菜めしごはん ・ごはん ・小型コッペパン
・マーボー豆腐 ・春巻きフライ ・豚肉とこんにゃくのみそ煮 ・ほきフライ（マヨ＆ソース） （ブルーベリージャム）
・チンゲンサイのナムル ・ごぼうサラダ ・小松菜の土佐和え ・即席漬け ・スパゲティミートソース
・牛乳 ・中華スープ ・ヨーグルト ・根菜のみそ汁 ・フルーツムース

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日

・麦入りごはん ・ごはん ・ごはん（いたのすけ） ・ごはん
・焼肉ソテー ・かぼちゃひき肉フライ ・さけの塩焼き ・鶏肉の照り焼き
・すまし汁 ・切り干し大根のツナ和え ・五目豆 ・ハム入りごま酢和え
・プリン ・ワンタンスープ ・河内晩柑 ・みそ汁
・牛乳 ・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

板野町学校給食センター

※写真は、中学生の量です。

4/4 4/5 4/6 4/7

昭和の日



給食カレンダー 平成28年5月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日

・ごはん ・小型コッペパン
・五目煮 （メープルジャム）
・いかのすだちあえ ・やきそば
・たいやき ・フライビーンズ
・牛乳

5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日

・ごはん ・カレーピラフ ・菜めしごはん ・ごはん ・切り込みこっぺぱん
・肉だんご ・キスのフライ ・厚揚げの中華煮 （こうなごの佃煮） （ツナサンド）
・切り干し大根の煮物 ・トマトとわかめのスープ ・ポークシューマイ ・ささみのすだちソースかけ ・いんげん豆入りコーンスープ
・きゅうりの土佐漬け ・牛乳 ・カラマンダリン ・ばんさんすう ・牛乳
・牛乳 ・牛乳 ・ヨーグルト

・牛乳

5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日

・ごはん ・ごはん ・ごはん ・麦入りごはん（海苔の佃煮） ・小型パインパン
（おかかのふりかけ） ・はんぺんフライ （三色どんぶり） ・鰆の柚味噌かけ ・スパゲティナポリタン
・焼き豆腐とじゃが芋の煮物 ・ひじき炒め ・具だくさんみそ汁 ・野菜サラダ ・フレンチサラダ
・中華風和え物 ・きゅうりとわかめの酢の物 ・河内晩柑 ・きのこのすまし汁 （フレンチドレッシング）
・牛乳 ・ハスカップゼリー ・牛乳 ・小魚チーズ ・牛乳
・レアチーズケーキ（中のみ） ・牛乳 ・牛乳

5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日

・ごはん（福神漬け） ・ごはん（いたのすけ） ・洋風ちらし寿司 ・ごはん ・黒糖パン
・チキンカレー ・さんまのみぞれ煮 ・白花豆のコロッケ ・焼肉炒め ・クリームシチュー
・フルーツのヨーグルト和え ・うま煮 ・ふしめん汁 ・れんこん入りつくね ・アスパラとツナのサラダ
・牛乳 ・牛乳 ・牛乳 ・牛乳 （ごまドレッシング）

・牛乳

5月30日 5月31日

・食パン ・麦入りごはん
（はちみつ＆マーガリン） ・ししゃもの磯辺フリッター
・かきあげうどん ・みそ汁
・中華サラダ ・きゅうりの中華和え
・牛乳 ・牛乳

板野町学校給食センター

※写真は、中学生の量です。

6/3

こどもの日みどりの日憲法記念日

6/1 6/2



給食カレンダー 平成28年6月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

6月1日 6月2日 6月3日

・ごはん ・ごはん ・和三盆糖入り揚げパン
・豆腐の中華煮 ・肉だんご ・キャロットオムレツ
・ごぼうサラダ ・粉ふき芋 ・マカロニサラダ
・牛乳 ・根菜のみそ汁 ・するめ

・牛乳 ・牛乳

6月6日 6月7日 6月8日 6月9日 6月10日

・シーフードカレーライス ・ごはん ・ビビンバ ・麦入りごはん（ふりかけ） ハンバーガーを作ろう！！
・フルーツ杏仁 ・鶏肉のさっぱり煮 ・わかめスープ ・豚肉と厚揚げのみそ煮 ・丸型切り込みパン
・牛乳 ・ごぼうチップス ・牛乳 ・すだち酢和え ・ハンバーグ　・ゆでやさい

・みそ汁 ・プリン ・チーズ
・牛乳 ・牛乳 ・キャロットスープ

・牛乳

6月13日 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日

・ごはん ・炊き込みごはん ・親子丼ぶり ・ごはん ・小型コッペパン（チョコペースト）
・焼きししゃも（すだちパック） ・お豆とかぼちゃのコロッケ ・切り干し大根とカニカマの酢の物 ・肉じゃが ・肉うどん
・ゆかりあえ ・かき玉汁 ・ヨーグルト ・大豆とちりめんの揚げ煮 ・れんこん入りつくね
・切り干し大根の煮物 ・パイン ・牛乳 ・中華風酢の物 ・ゆでとうもろこし
・ココアワッフル ・おさつスティック ・牛乳 ・牛乳
・牛乳 ・牛乳

6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日

・ごはん ・ごはん ・鳴門わかめごはん ・ごはん（ひじきの佃煮） ・板野町のにんじん入りパン
・いわしの梅煮 ・豚ロース肉みそ風味 ・牛肉とピーマンの炒め物 ・五目煮 ・ポークビーンズ
・小松菜のごま和え ・ひじきソテー ・焼売 ・太刀魚のマリネ ・フレンチサラダ
・みそ汁 ・ニラ入り玉子スープ ・えだまめ ・牛乳 ・牛乳
・すだちゼリー ・牛乳 ・牛乳
・牛乳

6月27日 6月28日 6月29日 6月30日

・ごはん ・麦入りごはん ・ナン ・ごはん
・いかと厚揚げの煮物 ・ソフトカレイフライ ・キーマカレー ・鶏肉のバーベキューソース
・ハム入り中華サラダ 　（タルタルソース） ・春雨サラダ ・かみかみサラダ
・牛乳 ・金平ごぼう ・わらびもち ・みそ汁

・ゆでやさい ・牛乳 ・牛乳
・牛乳

板野町学校給食センター

※写真は、中学生の量です。

7/1

5/315/30



給食カレンダー 平成28年7月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

7月1日

ホットドッグをつくろう！
・切り込みコッペパン　
・チキンソーセージ
・やさいソテー
・パンプキンポタージュ
・牛乳

7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日

・ごはん（しそひじきつくだに） ・ハヤシライス ・麦入りごはん ・ごはん ・コッペパン（メープルジャム）
・じゃがいものそぼろ煮 ・ハッシュドポテト ・さんまのかばやき ・星型ハンバーグ ・ポークミンチカツ
・アスパラといかのごまずあえ ・板野町産えだまめ ・ちゅうかふうすのもの ・ごぼうとアーモンドのサラダ ・グリーンサラダ
・牛乳 ・牛乳 ・とん汁 ・そうめん汁 ・トマトスープ

・牛乳 ・七夕ゼリー ・牛乳
・牛乳

7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日

・ごはん（いたのすけ） ・夏やさい入りカレーライス ・なめしごはん ・キムチ丼 ・小型パンプキンパン
・やき肉ふういため ・フルーツミックス ・うま煮 ・ばんさんすう ・サラダうどん（めんつゆ）
・小いわしの天ぷら ・牛乳 ・ハムとキャベツのサラダ ・シークヮーサータルト ・小あじのマリネ
・牛乳 ・ヨーグルト ・牛乳 ・パイン

・牛乳 ・牛乳

7月18日 7月19日 7月20日

・麦入りごはん ・うめちりごはん

・とり肉のごまふうみ ・やきざけ（すだちパック）

・レタスのスープ ・ひじき入りごもく豆

・すのもの ・はりはり漬

・牛乳 ・牛乳

板野町学校給食センター
※写真は、中学生の量です。

7/227/21
海の日

6/286/27 6/29 6/30



給食カレンダー 平成28年9月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

9月1日 9月2日

・なつやさい入りカレーライス ・きなこ入りあげパン
・フルーツのゼリーあえ ・ボイルチキンフランク
・牛乳 ・ツナ入りマカロニサラダ

・牛乳

9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日

・ごはん ・鳴門わかめごはん ・オムライス ・ごはん ・小型コッペパン
（ふりかけ） ・だいずとちりめんのあげ煮 （ミニケチャップ） ・いわしのうめ煮 （すだちジャム）
・徳島のれんこん入りしゅうまい ・肉じゃが ・キャベツとベーコンのスープ ・わふうサラダ ・スパゲティナポリタン
・やき肉いため ・牛乳 ・牛乳 ・どさんこ汁 ・かいそうサラダ
・牛乳 ・牛乳 ・ぶどう

・牛乳

9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日

・麦入りごはん ・ごはん ・ごはん ・たきこみごはん ・小型パインパン
・ますのうめみそやき （のりつくだ煮） ・とり肉のすだちふうみ ・具だくさんみそ汁 ・サラダうどん
・こうやどうふの煮もの ・がんもどき入りうま煮 ・ひじきソテー ・シーチキンあえ ・お豆とかぼちゃのコロッケ
・中かふうすのもの ・チンゲンサイのナムル ・すまし汁 ・お月見デザート ・ヨーグルト
・牛乳 ・牛乳 ・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日

・ハヤシライス ・ごはん
・ハッシュドポテト ・うま煮
・えだまめ ・お魚のナゲット
・牛乳 ・きゅうりの土佐づけ

・牛乳

9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日

・ごはん ・麦入りごはん ・ごはん ・なめし ・切り込みバーガーパン
・さわらのすだちふうみ ・はるまき （しそひじきつくだ煮） ・とうふの中かふう煮 （サラダステーキ・ボイルやさい）
・小松菜のごまあえ ・ささみ入り中かサラダ ・やきししゃも ・シーチキンとわかめのサラダ ・キャロットスープ
・みそ汁 ・中かスープ ・五目煮 ・牛乳 ・牛乳
・レモンカスタードタルト ・ピピピチーズ ・やさいジュース
・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

板野町学校給食センター

※写真は、中学生の量です。

秋分の日

8/29 8/30 8/31

台風のため、
給食の提供なし

敬老の日



給食カレンダー 平成28年10月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日

・ぶたどん ・なるとわかめごはん ・麦入りごはん ・ビーフカレー ・小型りんごパン
・ばんさんすう ・小あじの青じそ風味 （のりつくだ煮） ・フルーツカクテル ・ミルクスープスパゲティ
・レアチーズ ・じゃがいものそぼろ煮 ・マーボーどうふ ・牛乳 ・ごぼうとアーモンドのサラダ
・牛乳 ・牛乳 ・ポークハム入りやさい中かあえ （ごまドレッシング）

・牛乳 ・ブルーベリー
・牛乳

10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日

・ごはん ・阿波ギューまぜごはん ・ごはん ・コッペパン
・さんまのかんろ煮 （すだち） （ごまこんぶつくだ煮） （メープルジャム）
・切り干しだいこんのツナあえ ・えだまめサラダ ・ぶたキャベ ・やさいのスープ煮
・ふしめん汁 （バンバンジードレッシング） ・さつま芋の天ぷら ・ボイルウインナー
・牛乳 ・さつま汁 ・牛乳 ・牛乳

・牛乳

10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日

・ごはん ・すしめし ・ごはん ・ごはん ・パンプキンパン
・いも煮ふうコロッケ ・てまきずしの具（ツナサラダ・ （いたのすけ） ・ぶた肉とこんにゃくのみそ煮 ・とり肉ときのこのクリーム煮
・中かふうすのもの ウインナー・カニカマ・たまご） ・さわらのあまずあんかけ ・いかとやさいのすだちずあえ ・シーフードサラダ
・肉だんごとはくさいのスープ ・てまきのり ・五目煮 ・牛乳 （あおじそドレッシング）
・ベビーバニラチーズ ・なめこ汁 ・かき ・牛乳
・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日

・ごはん ・麦入りごはん ・ごはん ・エビピラフ ・小型コッペパン
・いかのケチャップがらめ （つぼづけ） ・とり肉のさっぱり煮 ・かぼちゃ入りオムレツ （いちごジャム）
・きゅうりのとさづけ ・ますのしおやき ・ごぼうチップス ・ポテトスープ ・カレーうどん
・コンソメスープ （すだち） ・こんさいのみそ汁 ・ヨーグルト ・だいずとさつま芋とちりめんのあげ煮

・ブルーベリータルト ・五目煮 ・牛乳 ・牛乳 ・みかん
・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

10月31日

・ごはん
・うま煮
・わふうサラダ
・ポークしゅうまい
・かぼちゃプリン
・牛乳

板野町学校給食センター

※写真は、中学生の量です。

11/1 11/2 11/3 11/4

体育の日



給食カレンダー 平成28年11月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

11月1日 11月2日 11月3日 11月4日

・ごはん ・さけわかめごはん ・小型コッペパン（りんごジャム）
・やきししゃも ・チャアシャンどうふ ・肉うどん
・きゅうりとわかめのすのもの ・中かふうあえもの ・やきつくね
・ひじきいため ・牛乳 ・えだまめサラダ
・プリン （ごまドレッシング）
・牛乳 ・牛乳

11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日

・おやこどん ・麦入りごはん ・ごはん ・ポークカレー ハンバーガーを作ろう！！
・切り干しだいこんとカニかまのすのもの （おかかふりかけ） ・さばのみそ煮 ・フルーツムース ・丸型切り込みパン
・みかん ・とり肉とさつま芋のあげ煮 ・れんこん入りごまあえ ・牛乳 （ハンバーグ・ゆでやさい・チーズ）

・牛乳 ・かみかみサラダ ・ふしめん汁 ・パンプキンポタージュ
・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

11月14日 11月15日 11月16日 11月17日 11月18日

・なめし ・ごはん ・ごはん ・三色どん ・コッペパン
・やさいソテー ・とり肉のてりやきふう ・さわらのすだちふうみ ・具だくさんみそ汁 （ブルーベリージャム）
・白花豆コロッケ ・切り干しだいこんのツナあえ ・こうやどうふの煮もの ・りんご ・はっぽうさい
・牛乳 ・けんちん汁 ・わふうサラダ ・牛乳 ・さつま芋のクリーム煮

・おさつスティック ・牛乳 ・牛乳
・牛乳

11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日

・麦入りごはん ・ごはん ・ごはん ・黒糖パン
・肉だんごとやさいのあまずがらめ・ビビンバの具（肉みそ・ナムル） ・たちうおのフライ（タルタルソース） ・ポークビーンズ
・なると金時入りオムレツ ・とうふとベーコンの中かスープ ・こまつなのアーモンドあえ ・フレンチサラダ
・牛乳 ・ハスカップゼリー ・きのこのすまし汁 ・牛乳

・牛乳 ・みかん
・牛乳

11月28日 11月29日 11月30日

・ごはん ・きのこごはん ・ごはん
・おでんふう煮こみ ・さつま芋の天ぷら （ごまこんぶつくだ煮）
・ごまずあえ ・ちゃんこなべ ・ぶた肉とだいこんのみそ煮
・ヨーグルト ・牛乳 ・ブロッコリーのツナあえ
・牛乳 ・牛乳

板野町学校給食センター

※写真は、中学生の量です。

12/212/1

10/31
文化の日

勤労感謝の日



給食カレンダー 平成28年12月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

12月1日 12月2日

・ナン ・コッペパン
・キーマカレー （メープルジャム）
・さつま芋のサラダ ・ボルシチ
・みかん ・たちうおのマリネ
・牛乳 ・牛乳

12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日

・いなりずし ・ごはん ・麦入りごはん ・ごはん ・小型りんごパン
・さつま汁 ・すきやき ・やき肉ふういため ・ぶた肉とだいこんのうま煮 ・五目うどん
・みかん ・中かふうすのもの ・えびのすいしょうづつみむし ・あつやき卵 ・米パン粉チキンカツ
・牛乳 ・おさかなのナゲット ・牛乳 ・やさいサラダ ・れんこんのシャキシャキあえ

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日

・ごはん ・くり入りたきこみごはん ・ごはん（のりつくだ煮） ・ごはん（中かどん） ・コッペパン
・ハンバーグのきのこソースかけ・いかとさつま芋のあげ煮 ・さばのみぞれ煮 ・大学芋 （いちごジャム）
・こふき芋 ・カリフラワーのあまずあえ ・こまつなのとさあえ ・みかん ・かぶらのクリーム煮
・ワンタンスープ ・りんご ・こんさいのみそ汁 ・牛乳 ・れんこんとアーモンドのサラダ
・牛乳 ・牛乳 ・ヨーグルト（中のみ） （ごまドレッシング）

・牛乳 ・牛乳

12月19日 12月20日 12月21日 12月22日

・麦入りごはん ・いりこなめし ・ごはん ・ごはん
・ますのうめみそやき ・いかとあつあげの煮もの （いたのすけ） ・とり肉のこうみやき
・すまし汁 ・ブロッコリーのツナあえ ・かぼちゃひき肉フライ ・花やさいのサラダ
・ハム入りごまずあえ ・牛乳 ・肉だんごとはくさいのスープ ・なめこ汁
・りんごタルト ・牛乳 ・クリスマスケーキ
・牛乳 ・牛乳

板野町学校給食センター

※写真は、中学生の量です。

12/23

11/28 11/29 11/30



給食カレンダー 平成29年1月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日

・ビーフカレー ・麦入りごはん ・ごはん ★わさんぼんとう入りあげパン
・バンバンジーサラダ （やさいふりかけ） ・ホイコーロー ★きのこ入り煮こみハンバーグ
（バンバンジードレッシング） ・さわらのゆずみそかけ ・れんこんしゅうまい ・さつま芋のサラダ
・牛乳 ・こまつなのとさあえ ・ゆでブロッコリー ・牛乳

・かきたま汁 ・みかん
・牛乳 ・牛乳

1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日

・オムライス（ミニケチャップ） ・ごはん ・ごはん ・いかめし ・小型パンプキンパン
・やさいスープ ・さけのタルタルフライ ・マーボーどうふ ・お豆とかぼちゃのコロッケ ・きのこ入りスパゲティ
・ヨーグルト（中のみ） ・ちくぜん煮 ・やきぎょうざ ・あわのめぐみ汁 ・れんこんとツナのサラダ
・牛乳 ・中かふうすのもの ・牛乳 ★レモンカスタードタルト （ごまドレッシング）

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日

・ごはん ・麦入りごはん ・ごはん ・なるとわかめごはん ・コッペパン
・すきやき ・徳島産たちうおのフライ ・ビック肉だんご ・とり肉とさつま芋のあげ煮 （チョコペースト）
・かぶのゆずあえ （タルタルソース） ・ならえ ・わふうサラダ ・ふゆやさいの米こシチュー
★徳島のみかんゼリー ・ゆでブロッコリー ・ふしめん汁 ・れんこん入りクッキー ・シーフードサラダ
・牛乳 ・みそけんちん汁 ・牛乳 ・牛乳 （あおじそドレッシング）

・牛乳 ・牛乳

1月30日 1月31日

・ごはん ・ごはん
★中かふうからあげ ・ビビンバの具（肉いため・ナムル）
・すだちずあえ ・とうふとベーコンの中かスープ
・みそ汁 ・ぽんかん
・おさつスティック ・牛乳
・牛乳

★印は、中学校３年生のリクエストメニューです。 板野町学校給食センター

※写真は、中学生の量です。

2/1 2/2 2/3

成人の日



給食カレンダー 平成29年2月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

2月1日 2月2日 2月3日

・麦入りごはん ・ごはん ・小型コッペパン（メープルジャム）

・おでんふう煮こみ ・いわしのうめ煮 ・きつねもちうどん（小中）
・シーチキンあえ ・ブロッコリーのおかかあえ ・つくねうどん（幼）
★お米のタルト ・さつま汁 ・ハムの中かサラダ
・牛乳 ・ヨーグルト（中） ・せつぶん豆

・牛乳 ・牛乳

2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日（ミニセレクト給食）

・ポークカレーライス ・ごはん ・なめし ・ごはん ・りんごパン
（ふくしんづけ） （ふりかけ） ・やき肉ソテー （いたのすけ） ・【えびカツorヒレカツorコロッケ】
・フルーツミックス ・ビッグ肉だんご ・さつま芋の天ぷら ・肉じゃが ・ゆでブロッコリー　
・牛乳 ・やさいとわかめのサラダ ・ぽんかん ・やきししゃも （マヨ＆ソース）

・けんちゃん煮 ・牛乳 ★プリン ・レタススープ
・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日

・麦入りごはん ・ごはん ・キムチ丼 ・ごはん（しそひじき） セルフフィレオフィッシュを作ろう!!

★さばのみそ煮 ★とり肉のねぎソースがらめ ・ばんさんすう ・すきやき ・丸型切り込みパン
・ごまドレッシングあえ ・きりぼしだいこんのすのもの ・いよかん ・ゆずすのすのもの 【白身魚のフライ　ゆでやさい】
・チンゲンサイのすまし汁 ・ふしめん汁 ・牛乳 ・チーズ （タルタルソース）
・牛乳 ★チョコプリン ・牛乳 ・パンプキンポタージュ

・牛乳

2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日

・ハヤシライス ・ごはん ・ごはん ・ツナそぼろ丼 ・小型こくとうパン
・ハッシュドポテト ・チャアシャンどうふ ・あつやき卵 ・のっぺい汁 ★やきそば
・バンバンジーサラダ ・チンゲンサイのナムル ・れんぶ ・しらぬいみかん ・大豆とさつま芋のあげ煮
（バンバンジードレッシング） ・ブルーベリー ・さつま芋としめじのみそ汁 ・牛乳 ・牛乳
・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

2月27日 2月28日

・ごはん ★阿波ギューまぜごはん
・さわらのすだちふうみ ・えだまめサラダ
・ごもく煮 （ごまドレッシング）
・中かふうすのもの ・こんさいのみそ汁
・牛乳 ・牛乳

★印は、中学校３年生のリクエストメニューです。 板野町学校給食センター

2/10（金）ミニセレクト給食・・・小学校と中学校を対象に実施しました。幼稚園にはえびカツを提供しました。 ※写真は、中学生の量です。

1/30 1/31

3/1 3/2 3/3



給食カレンダー 平成29年3月

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

3月1日 3月2日 3月3日

・ごはん ・ごはん ・コッペパン（あんずジャム）
・よしの煮 ・ぶたロース肉のみそふうみ ★ハンバーグ
・こまつなのしょうがあえ ・ひじきソテー ・ゆでやさい
・ヨーグルト ・きのこのすまし汁 ・ポテトスープ
・牛乳 ・牛乳 ★ひなゼリー

・牛乳

3月6日 3月7日 3月8日 3月9日（卒業・進級お祝い） 3月10日

・ビーフカレーライス ・ごはん ・ごはん ・せきはん ・こくとうパン
・フルーツムース （ごまこんぶ） （やさいふりかけ） ・エビフライ（タルタルソース） ・ポークビーンズ
・牛乳 ・だいこんの中か煮 ・さばのみぞれ煮 ・ゆでブロッコリー ・フレンチサラダ

・いかのフリッター ・れんこんのごまあえ ・かきたま汁 ・牛乳
・ブロッコリーのわふうあえ ・さつま汁 ★すだちゼリー
・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日

・さけわかめごはん ・ごはん ・ごはん ・ぶた丼 ・小型コッペパン
・ぶた肉とやさいソテー ・とり肉のバーベキューソース ・たちうおのマリネ ・ハムのごますあえ （チョコペースト）
・白花豆のコロッケ ・かみかみサラダ ・こうやどうふの卵とじ煮 ・チーズ ・カレーうどん
・ミルメーク（ココア） ・さつま芋のみそ汁 ・しらぬいみかん ・牛乳 ・キャベツとこまつなのミモザあえ

・牛乳 ・牛乳 ・牛乳 ・牛乳

3月20日 3月21日 3月22日 3月23日

・麦入りごはん（のりつくだ煮） ・中か丼 ・うめごはん
・ますのしおやき（すだちパック） ・ポークしゅうまい ・とり肉とさつま芋のあげ煮
・ごもく豆 ・きよみオレンジ ・シャキシャキサラダ
・中かふうすのもの ・牛乳 ・牛乳
・アーモンド入りこざかなチーズ（中）

・牛乳

★印は、中学校３年生のリクエストメニューです。 板野町学校給食センター

※写真は、中学生の量です。

2/27

振替休日
3/24

2/28


