
平成３０年 海老名市教育委員会

むぎごはん 牛乳 ごはん・おおむぎ 牛乳 じゃがいも

キムタクに さとう・油 ぶたにく たまねぎ・はくさい・たくあん・キムチ しょうゆ・みりん 北海道

きゃべつのあえもの さとう きゃべつ・コーン・きゅうり しょうゆ・レモン汁・塩 たまねぎ

アーモンドミニフィッシュ アーモンドミニフィッシュ

ごはん ジョア ごはん ジョア にんじん

とりにくのからあげ でんぷん・油 とりにく しょうゆ・しょうが 関東・九州

よしのじる じゃがいも・でんぷん・油 ぶたにく・かまぼこ だいこん・にんじん・ねぎ・ごぼう・こんにゃく しょうゆ・塩・さばぶし だいこん

ひなあられ ひなあられ 神奈川・千葉

ごはん 牛乳 ごはん 牛乳 ねぎ

ぶたにくとだいずのてりに じゃがいも・でんぷん・さとう・油 ぶたにく・だいず たまねぎ・にんじん・しめじ・いんげん しょうゆ・みりん

わふうチャプチェ さとう・ごま・ごま油 ツナ きゃべつ・たまねぎ・にんじん・しらたき しょうゆ・にんにく・塩・こしょう きゃべつ
神奈川・愛知他

ロールパン 牛乳 パン 牛乳 ごぼう

ジャージャーめん めん・でんぷん・さとう・油 ぶたにく・だいず・みそ にんじん・たけのこ・ねぎ しょうゆ・みりん・しょうが・にんにく

ナムル さとう・ごま・ごま油 もやし・こまつな・にんじん・きりぼしだいこん しょうゆ・す・塩 しょうが

プルーンヨーグルト プルーンヨーグルト 高知

ごはん のりつくだに 牛乳 ごはん 牛乳　　　のりつくだに にんにく

ほきフライ ソースがけ さとう・油 ほきフライ トマトケチャップ・ソース・ワイン 青森

ぶたじる じゃがいも・油 ぶたにく・とうふ・わかめ・みそ だいこん・にんじん・ごぼう・たまねぎ・こんにゃく さばぶし セロリ
静岡・福岡他

ゆうやけごはん 牛乳 ごはん 牛乳 にんじん しょうゆ・酒・塩 パセリ

なんばんに じゃがいも・さとう・油 ぶたにく・みそ にんじん・ごぼう・いんげん・こんにゃく しょうゆ・みりん・いちみとうがらし 千葉・茨城

えびしゅうまい えびしゅうまい はくさい
茨城・長崎他

ごはん 牛乳 ごはん 牛乳 きゅうり

ツナそぼろ さとう ツナ・こうやどうふ にんじん しょうゆ・酒・しょうが 埼玉・高知他

けんちんじる じゃがいも・ごま油 とりにく・かまぼこ だいこん・にんじん・ねぎ・ごぼう・こんにゃく しょうゆ・塩・さばぶし こまつな

いよかん いよかん 関東

ごはん 牛乳 ごはん 牛乳 えのきだけ

ぶたにくやさいみそいため さとう・油 ぶたにく・さつまあげ・油あげ・みそ きゃべつ・たまねぎ・にんじん・ごぼう・こんにゃく しょうゆ・酒・みりん・しょうが・にんにく 長野・新潟他

あげこめこぎょうざ 油 こめこぎょうざ しめじ
長野

ロールパン 牛乳 パン 牛乳 もやし

ヒレカツ ソースがけ さとう・油 ヒレカツ トマトケチャップ・ソース・ワイン 海老名

ミネストローネスープ じゃがいも・オリーブ油 とりにく たまねぎ・にんじん・トマト・セロリ・パセリ やさいブイヨン・ワイン・にんにく・塩・ いんげん
こしょう・ベイリーフ 北海道

ごはん 牛乳 ごはん 牛乳 かぼちゃ

カレー じゃがいも・ルウ・油 ぶたにく たまねぎ・にんじん・かぼちゃ・グリンピース やさいブイヨン・にんにく・塩・こしょう 北海道

まめサラダ さとう・オリーブ油 ツナ・ひじき コーン・にんじん・えだまめ しょうゆ・す

ごはん 牛乳 ごはん 牛乳 かんてん

すきやきふうに ふ・さとう・油 ぶたにく・とうふ はくさい・ねぎ・しめじ・しらたき しょうゆ・酒

オムレツ トマトソースがけ さとう・オリーブ油 オムレツ たまねぎ・トマト トマトケチャップ・ソース・ワイン

15
給食のすきやきふう煮は、
豚肉を使っています。
豚肉は疲労回復効果があり
ます。木

619 27.5 2.2

14 豆サラダは、食べやすい味
つけです。カルシウムや鉄が
豊富なサラダです。水

642 21.3 2.2

13
ヒレ肉は、豚から少ししかと
れない希少部位です。豚肉
は、美肌効果があるビタミン
B１が多く含まれています。火

602 28.2 2.5

12
豚肉野菜みそ炒めは、たくさ
んのいろいろな野菜が入って
います。ごはんに良く合う味
つけになっています。月

682 23.1 1.7

6

火

9
ツナそぼろは、高野豆腐が
入ります。　高野豆腐は、
カルシウムや食物繊維が
豊富です。金

621 26.1 2.1

8 南蛮煮は、一味唐辛子を
隠し味に使ったみそ味の
煮物です。木

649 22.9 2.4

7

ジャージャー麺は、麺に
肉みそをからめて食べます。
ジャージャーは、肉みそ
という意味があります。

水

661 26.1 3.6

のりは、カルシウムや鉄が
豊富です。
豚汁は、いろいろな野菜が
たくさん入っています。

651 26.5 2.6

2

キムタク煮は、キムチとたく
あんが入った煮物です。
ごはんによく合う味つけに
なっています。

金

660 29.5

5 チャプチェは、ご飯とよく合う
韓国の料理です。給食では
和風にアレンジしています。

東北・関東

月

734 26.6 1.5

３月分給食献立表　　Bコース 　　（大谷小・中新田小・東柏ケ谷小・社家小・杉久保小・今泉小・杉本小）　　

ひ
に
ち

こ　ん　だ　て　め　い
ざ　い　り　ょ　う　め　い 　　一口メモ

主な使用食材の
予定産地主にエネルギーのもとになるもの 主に体をつくるもとになるもの 主に体の調子を整えるもとになるもの 調味料（その他）

1

木

ひな祭りは、平安時代には
すでにおこなわれていた伝統
行事です。　給食では、「ひな
あられ」がつきます。

654 25.9 2.4

青森

エネルギー たんぱく質 塩分
kcal ｇ ｇ

2.6 北海道

魚には骨があります



ごはん 牛乳 ごはん 牛乳 コーン

さばのみぞれに さとう・でんぷん・油 さば だいこん しょうゆ・みりん 北海道

みそしる じゃがいも みそ きゃべつ・だいこん・たまねぎ・えのきだけ さばぶし えだまめ
秋田

おいわいごはん 牛乳 ごはん・黒米 牛乳 グリンピース

てりやきチキン てりやきチキン 北海道

コロコロスープ じゃがいも・オリーブ油 ぶたにく・だいず きゃべつ・たまねぎ・コーン・にんじん・えだまめ やさいブイヨン・塩・こしょう たけのこ

キャンディチーズ キャンディチーズ 熊本・福岡他

上記の献立は予定であり、変更することもあります。 いよかん
東海・四国他

ほき
ニュージーランド他

さば
ノルウェー他

豚肉

鶏肉
岩手・宮崎他

牛乳

黒米
福岡・香川他

米
神奈川・山形

３月の海老名産

　～食材紹介～

◕米

◕もやし

セルプビナの

ロールパン

（６年生）

杉久保小

 　★　1年間学校給食に対して、ご理解とご協力をいただきましてありがとうございました。

神奈川・千葉・
群馬・岩手・栃木・
北海道・宮城・
山形・静岡

19 お祝いごはんは、白米に
古代米の黒米を入れて、
炊き込んでいます。月

655 29.4 1.4

たんぱく質 塩分

kcal ｇ ｇ

16
さばのみぞれ煮は、大根おろ
しのタレがかかります。
大根おろしは、消化を助ける
働きがあります。金

713

ひ
に
ち

こ　ん　だ　て　め　い

ざ　い　り　ょ　う　め　い 一口メモ

主にエネルギーのもとになるもの 主に体をつくるもとになるもの 主に体の調子を整えるもとになるもの 調味料（その他）
エネルギー

千葉・青森・
群馬他

　６日

主な使用食材の
予定産地

25.7 1.9

魚には骨があります

１３日 セレクト給食

『ヒレカツ』か『えびカツ』 を選べます。

１５日 海老名産の『いちご』がつきます。

１９日 『おいわいゼリー』がつきます。

６年生への「卒業お祝い給食」として

【材料　4人分】

・豚もも小間　　　　 ２５０g 　　　　・麩　　　　　　　１２個

・焼き豆腐　　　　　　 　1丁 　　　　・砂糖　　　　　大さじ４

・白滝　　　　　　　　　１袋 　　　　・しょうゆ　　　大さじ５

・しめじ　　　　　 　1パック 　　　　・酒　　　　　　小さじ２

・長ねぎ　　　　　　 　　1本 　　　　・油　　　　　　　　適量

・白菜　　　 　　 　 ４～５枚 　　　　・水　　　　　　　　適量

【作り方】
　①　野菜としめじは食べやすい大きさに切る。

　②　白滝はあく抜きをし、食べやすく切る。

　③　焼き豆腐は、一口大に切る。

　④　豚もも小間を油で炒め、酒を入れる。

　⑤　野菜・しめじ・白滝・焼き豆腐を入れ、調味料を加え

　　　煮込んで、野菜がやわらかくなったら麩を入れる。

  ※給食では、豚肉を使って作りますが、牛肉や鶏肉でもおいしくできます。

　 調味料は、給食用です。ご家庭で調節してください。
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