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黒糖パン 牛乳　とり肉　ハム ショウガ　ニンニク　レタス　きゅうり パン　さとう　でんぷん E: 618 塩

とり肉の竜田揚げ　ハムマリネ ベーコン 玉ねぎ　白菜　ほうれん草　にんじん こめ油　オリーブ油 さ か な P: 25.3 2.1

木

野菜スープ セロリ じゃがいも F: 23.5 ｇ

麦ごはん 牛乳　たまご　ツナ にんじん　ねぎ　キャベツ　玉ねぎ 麦ごはん　さとう　こめ油 E: 587 塩

ツナ入り厚焼き玉子　野菜炒め 豚肉　とうふ　わかめ もやし　ピーマン　ショウガ　大根 じゃがいも

だいず製品

P: 24.4 2.1

金

わかめ汁 みそ F: 17.1 ｇ

麦ごはん 牛乳　豚肉　とうふ ショウガ　ニンニク　玉ねぎ　にんじん 麦ごはん　こめ油　さとう E: 697 塩

豚肉シューマイ　マーボー豆腐 みそ　 干しいたけ　たけのこ　ねぎ　にら ごま油　でんぷん　ラー油
肉 類

P: 26.9 2.2

月

ナムル もやし　ほうれん草　 F: 24.6 ｇ

スパゲティミートソース 牛乳　牛肉　豚肉 玉ねぎ　セロリ　パセリ　ニンニク スパゲティ　オリーブ油 E: 600 塩

れんこんサラダ ツナ れんこん　きゅうり　キャベツ さとう　バター　マヨネーズ さ か な P: 25.7 1.7

火

ブルーベリーゼリー ごま　ゼリー F: 23.3 ｇ

入学・進級お祝い給食

入学・進級お祝い給食入学・進級お祝い給食

入学・進級お祝い給食 牛乳　さわら　みそ ショウガ　小松菜　もやし　にんじん ごはん　赤飯　ごま E: 664 塩

赤飯　さわらの西京焼き　いそ香和え
のり　とうふ なめこ　大根　ねぎ　いちご さとう　じゃがいも　タルト 肉 類 P: 26.1 1.9

水

なめこ汁　いちごタルト クリーム F: 22.9 ｇ

いか　ひじき　油揚げ にんじん　干しいたけ　えだまめ　 E: 600 塩

七穀ごはん　いかメンチ さつまあげ　大豆　とり肉 糸コンニャク　ショウガ　大根　ごぼう た ま ご P: 25.9 2

木

ひじき煮　根菜汁　いりこ大豆 みそ れんこん　しめじ　小松菜

こめ油　さとう　じゃがいも　でんぷん

F: 13.5 ｇ

わかめごはん　 牛乳　豚肉　ハム ショウガ　玉ねぎ　パセリ　にんじん 麦ごはん　じゃがいも E: 614 塩

豚肉のしょうが焼き　ポテトサラダ 油揚げ　みそ　わかめ 玉ねぎ　きゅうり　コーン　小松菜 マヨネーズ　

だいず製品

P: 25.0 2.5

金

小松菜汁 大根　えのきだけ　 F: 19.2 ｇ

牛丼（麦ごはん） 牛乳　牛肉　かつお節 玉ねぎ　ごぼう　糸コンニャク　小松菜 麦ごはん　さとう　 E: 563 塩

三色和え　
たまご　とうふ　みそ もやし　にんじん　にら　キャベツ

さ か な

P: 26.6 2.2

月

にら玉汁 F: 13.2 ｇ

親子うどん（ソフトめん） 牛乳　とり肉　たまご にんじん　ねぎ　玉ねぎ　ごぼう ソフトめん　小麦粉　こめ油 E: 626 塩

えびとじゃこ入りかきあげ えび　ちりめんじゃこ ほうれん草　きよみ

肉 類

P: 28.9 2.4

火

きよみ 大豆 F: 16.6 ｇ

麦ごはん 牛乳　いか　豚肉 ショウガ　ニンニク　ごぼう　にんじん 麦ごはん　こめ油　さとう E: 580 塩

いかの香味焼き　五目きんぴら 油揚げ　みそ コンニャク　れんこん　いんげん　キャベツ ごま油　ごま　じゃがいも た ま ご P: 25.2 2.2

水

きゃべつ汁 玉ねぎ　 F: 12.7 ｇ
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チキンカレーライス（麦ごはん） 牛乳　とり肉　大豆 ニンニク　ショウガ　玉ねぎ　にんじん 麦ごはん　こめ油　じゃがいも E: 749 塩

海藻サラダ ヨーグルト　海藻 セロリ　パセリ　レタス　大根 バター　

だいず製品

P: 24.8 2.1

金

ヨーグルト きゅうり　 F: 23.7 g

麦ごはん 牛乳　さば　みそ ショウガ　玉ねぎ　にんじん　キャベツ 麦ごはん　さとう　ビーフン E: 573 塩

さばのみそ焼き　ビーフン炒め 豚肉　あさり　わかめ　 干しいたけ　ピーマン　もやし　ねぎ こめ油　ごま油　 た ま ご P: 27.9 2

月

わかめスープ とうふ チンゲン菜 F: 13.9 ｇ

みそラーメン（中華めん） 牛乳　豚肉　あさり ニンニク　ショウガ　キャベツ　玉ねぎ 中華めん　こめ油　ごま油 E: 660 塩

もち米蒸しだんご きくらげ　みそ　たまご にんじん　きくらげ　コーン　ねぎ　 パン粉　でんぷん　 さ か な P: 30.7 3.2

火

即席漬け チンゲン菜　大根　きゅうり F: 18.9 ｇ

麦ごはん 牛乳　とうふ　おから 玉ねぎ　ショウガ　えのきだけ　ほうれん草 麦ごはん　パン粉　さとう E: 617 塩

豆腐ハンバーグ　おかか和え とり肉　たまご　かつお節 もやし　キャベツ　白菜　にんじん でんぷん　じゃがいも　 た ま ご P: 24.8 1.9

水

白菜汁　美生柑 油揚げ　みそ ねぎ　美生柑 F: 15.9 ｇ

食パン　いちごジャム 牛乳　たまご　大豆 パセリ　キャベツ　ブロッコリー パン　ジャム　オリーブ油 E: 603 塩

目玉焼き　ブロッコリーサラダ ベーコン　チーズ えだまめ　にんじん　玉ねぎ　金時豆　 さとう　じゃがいも　マカロニ 肉 類 P: 25.3 2.2

木

ミネストローネ セロリ　ニンニク　 F: 22.3 g

★

小学校の基準量は、３～４年生で、エネルギー６５０kcal、たんぱく質２６．０ｇ、脂質２０．０ｇ、食塩２．０ｇです。

今月の平均栄養量は、エネルギー６２３kcal、たんぱく質２６．２ｇ、脂質１８．８ｇ、食塩２．２ｇです。

※ 材料等の都合により、献立が変更になることがありますので、ご了承ください。

※

※※

※ 給食は、市の測定器で放射性物質検査を行い、安全を確認した後提供をしています。検査結果は市のホームページに掲載しています。

給食は、市の測定器で放射性物質検査を行い、安全を確認した後提供をしています。検査結果は市のホームページに掲載しています。給食は、市の測定器で放射性物質検査を行い、安全を確認した後提供をしています。検査結果は市のホームページに掲載しています。

給食は、市の測定器で放射性物質検査を行い、安全を確認した後提供をしています。検査結果は市のホームページに掲載しています。
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栄養価の欄の「Ｅ」「Ｐ」「Ｆ」は、１食あたりの栄養価を表示しています。Ｅ（エネルギー）：kcal、Ｐ（たんぱく質）：g、Ｆ（脂質）：g、塩（食塩）：ｇです。

たんぱく質
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7

七穀（発芽玄米・押麦・黒米・は

と麦・ｱﾏﾗﾝｻｽ・ﾀｶｷﾋﾞ・ﾓﾁｷﾋﾞ）

４月学校給食予定献立表４月学校給食予定献立表４月学校給食予定献立表４月学校給食予定献立表

家で食べ

てほしい

食品

体の調子を整えるもとになるもの

栄養価

エネルギー

白河市立白河第二小学校

白河市立白河第二小学校白河市立白河第二小学校

白河市立白河第二小学校 令和４年４月
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脂質

★４月の行事食★

１３日（水）

１３日（水）１３日（水）

１３日（水） 入学・進級お祝い給食

入学・進級お祝い給食入学・進級お祝い給食

入学・進級お祝い給食

１４日（木）

１４日（木）１４日（木）

１４日（木） ひと口

ひと口ひと口

ひと口30

3030

30回カミカミ給食

回カミカミ給食回カミカミ給食

回カミカミ給食

毎月１回

毎月１回毎月１回

毎月１回

カミカミ給食を

カミカミ給食をカミカミ給食を

カミカミ給食を

実施します。

実施します。実施します。

実施します。

食事の時に一口何回くらいかんで

いますか？ よくかんで食べると、

だ液がたくさん出て虫歯を防いでく

れたり、食べ物の味がよくわかり薄

味でも満足感が得られたりと、体に

とっていいことがたくさんあります。

よくかんで食べる習慣をつけましょ

う。


