
日 曜 こんだて名 赤の食品 黄色の食品 緑の食品
エネルギー
（kcal)

ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな

とりにくのしょうがやき とりにく さとう しょうが いも

エネルギー
（kcal) すきこんぶに

すきこんぶ　あぶらあげ
ツナ

あぶら にんじん　こんにゃく きのこ

きりぼしとんじる ぶたにく とうふ みそ
ごぼう にんじん はくさい きりぼ
しだいこん ねぎ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご

いかのたつたあげ いか かたくりこ あぶら しょうが きのこ

日 曜 こんだて名 くきわかめとチキンのサラダ くきわかめ とりにく さとう ごまあぶら ごま きゅうり にんじん キャベツ

さつまじる とりにく とうふ みそ さつまいも ごぼう にんじん はくさい ねぎ

ちらしずし 牛乳 のり 牛乳 こめ
たけのこ　にんじん、　かんぴょう
しいたけ

いも りんごパン 牛乳 牛乳 パン マーガリン りんご さかな

とうふハンバーグ とうふ　とりにく たまねぎ きのこ かぼちゃグラタン 牛乳 、チーズ
こむぎこ、じゃがいも、マカロ
ニ

かぼちゃ、コーン まめ

ごもくまめ こんぶ ちくわ だいず さとう
ごぼう にんじん えだまめ こん
にゃく

種実類 コールスローサラダ
にんじん キャベツ きゅうり ホー
ルコーン

かいそう

すましじる とりにく わかめ  はんぺん にんじん だいこん ねぎ ぴりからトマトスープ
とりにく、ぶたにく　いんげ
んまめ

パンこ　じゃがいも
たまねぎ　マッシュルーム　トマト
にんにく　しょうが

ひなまつりデザート とうにゅう さとう いちご しょうがやきふうまぜごはん ぶたにく こめ 　あぶら
きりぼしだいこん　しょうが　にん
じん

たまご

ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな 牛乳 牛乳 いも

アンサンブルエッグ たまご 　ベーコン　チーズ じゃがいも たまねぎ まめ さけのしおやき さけ くだもの

かんてんいりコーンサラダ さとう ごま ごまあぶら
かんてん キャベツ にんじん きゅ
うり ホールコーン

きのこ やさいとわかめのあえもの わかめ さとう ごまあぶら ごま もやし にんじん きゅうり

ポークカレー ぶたにく じゃがいも あぶら ルウ
にんじん たまねぎ しょうが りん
ご

とりごぼうじる とりにく　とうふ　みそ
ごぼう　はくさい　なめこ　こまつ
な　ねぎ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ いも ☆献立は、都合により変更することがあります。

わかたけしのだに とりにく　あぶらあげ
たけのこ　にんじん、　かんぴょう
しいたけ

たまご ☆米と味噌は遠野産です。

ひじきのいために さつまあげ ひじき あぶら さとう
きりぼしだいこん にんじん ごぼ
う こんにゃく えだまめ

☆2日、7日、14日はスプーンがつきます。

だいこんのごまみそスープ ぶたにく とうふ あぶら ねりごま
にんにく しょうが だいこん にん
じん にら えのき ねぎ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご

いかのねぎしおやき いか さとう ごまあぶら ごま しょうが ねぎ いも

あつあげのトロトロに なまあげ みそ あぶら かたくりこ さとう たまねぎ にんじん えだまめ かいそう

せんべいじる とりにく かやきせんべい
ごぼう だいこん にんじん しめじ
ねぎ

ジューシーオレンジ ジューシーオレンジ

フルーツパン 牛乳 牛乳 パン マーガリン パイン さかな

クリスピーチキン とりにく こむぎこ にんにく たまご

ポーク＆ポテトビーンズ ぶたにく だいず じゃがいも あぶら さとう
たまねぎ トマト グリーンピース
しょうが

くだもの

いそスープ ほたて  わかめ はくさい にんじん えのき ねぎ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ たまご

さわらのくろずソースかけ さわら さとう かたくりこ まめ

チンジャオロースー ぶたにく あぶら さとう
にんじん たまねぎ たけのこ
ピーマン

きのこ

たまねぎのみそ汁 あぶらあげ　みそ じゃがいも にんじん　キャベツ、たまねぎ

ごはん 牛乳 牛乳 こめ さかな

こめこいりはるまき ぶたにく　とりにく
はるさめ かたくりこ 　こむぎ
こ　あぶら

たまねぎ　にんじん　もやし　キャ
ベツ

かいそう

かみかみサラダ さきいか ごま さとう ごまあぶら
こまつな きゅうり にんじん もや
し ごぼう

はるさめとたまごスープ たまご とりにく はるさめ かたくりこ はくさい にんじん しいたけ ねぎ

9 金

621

7 水

650

851

8 木

640

6 火

658

基準値
640

820

795

655

5 月

598

763

平均値
651

813

2 金

748
15 木

830

1 木

ひなまつり献立

625
14 水

699

830

平成３０年 ３月    献立のお知らせ

材　料　名

とくにお
家で食べ
てもらい
たい食品

12 月

635

血・筋肉・歯・骨の
もとになるもの
（赤の食品）

熱や力の
もとになるもの
（黄色の食品）

体の調子を
整えるもの
（緑の食品）

小学校
（中学年）

中学校 13 火

627

遠野市学校給食センター

スプーン

スプーン

スプーン

桃の節句

３月３日は、「桃の節句」と呼ばれ、女の子の健や
かな成長と幸せを願う日です。ひな人形を飾る風
習は、室町時代頃に始まり、一般に広まったのは、
明治時代以降といわれています。それまでは、厄
をはらうための紙人形だったといわれています。

給食では、市内小中学校全てそろう３月１日にひ

な祭り献立となります。ちらしずし、デザート等お楽

しみください。

３月になると、寒さが少し和らぎ、待ちに待った暖かい春はすぐそこまできています。さて、今年度

も残りわずかとなりました。３月はそんな１年間をふり返り、できるようになったことや、これからが

んばりたいことを考えてみましょう。

給食の食材は皆さんからいただく給食費でまかなわれています。忘れずに納めましょう。



3月給食だより
1年間の給食を振り返ろう

小学校

中学校

いよいよ今年度最後の月となりました。今の学級で給食を食べる日も残りわずかです。
仲間といっしょに、思い出に残る楽しい給食時間を過ごしてくださいね。


