
久慈拓陽支援学校

ごはん　　みそしる むぎごはん　/　のりつくだに のりつくだに こめ　　おおむぎ ごはん

はくさいのごもくに みちのくじる 小 とうふ　　みそ こんにゃく はくさい　　にんじん　　ねぎ　　しめじ クラムチャウダー

ボイルかまぼこ とりのくわやき 643 とりにく しょうが ようふうたまごやき

ふりかけ おかかあえ 中・高 かつおぶし ほうれんそう　　もやし いんげんのアーモンドあえ

みかん アーモンドポテト 756 さつまいも　あぶら　さとう　アーモンド りんご

ヤクルト バナナ　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう バナナ

ごはん　　みそしる むぎごはん こめ　　おおむぎ ごはん

なっとう いものこじる 小 とりにく　　あぶらあげ さといも　　あぶら にんじん　　ごぼう　　ねぎ　　しめじ みそしる

ハムとキャベツのソテー やきざかな 611 トラウトサーモン ほしのメンチカツ

やきのり ごもくきんぴら 中・高 こんにゃく　あぶら　さとう　ごま ごぼう　　にんじん　　ピーマン　　たけのこ にくじゃが

なし トマトぞえ 744 マヨドレ トマト そえもの

ヤクルト みかん　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう みかん

ごはん　　みそしる 【(祝)文化の日・舎　食】 ビーフカレーライス

ほうれんそうたまごまき やさいたっぷりみそラーメン 小 みそ　　やきぶた ちゅうかめん　　あぶら かいそうサラダ

なめたけあえ あげギョーザ 647 にくギョーザ ふくじんづけ

ふりかけ ブロッコリーぞえ 中・高 ブロッコリー フルーチェ

かき ようなし 816 ようなし

ヤクルト ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ごはん　　みそしる コッペパン（マーマレード） コッペパン ママレード

さけのしおやき ほたてのチャウダー 小 ほたて　　スキムミルク コーン　グリンピース　にんじん　たまねぎ

やさいいため いろどりやさいメンチカツ 655 やさいメンチカツ あぶら

のりつくだに ブロッコリーぞえ 中・高 ブロッコリー

みかん グレープフルーツ 828 グレープフルーツ

ヤクルト ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

むぎごはん こめ　　おおむぎ ごはん

みそしる 小 ふのり　　みそ じゃがいも ねぎ いそスープ

ぶたキムチどうふ 616 ぶたにく　　とうふ ごまあぶら はくさい　はくさいキムチづけ　えのきたけ　にら さけのみそマヨネーズやき

いそべあえ 中・高 のりつくだに しめじ　　ほうれんそう　　もやし　　にら ビーフンインディアン

つぼづけ 735 だいこ ブロッコリーぞえ

パイナップル　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう パイナップル オレンジ

ごはん　　みそしる むぎごはん こめ　　おおむぎ ごはん 11.8(いい歯)の日

にくだんごとやさいのにもの わかたけすましじる 小 わかめ やきふ たけのこ　　はねぎ ワンタンスープ

ゆかりあえ かふうたまごやき 650 たまご　スキムミルク　ぶたにく あぶら　　さとう　　かたくりこ たけのこ　　にんじん　　ねぎ　　しいたけ ぶたにくのスタミナやき

ボイルささかまぼこ たこナゲット 中・高 たこナゲット あぶら コールスロー

みかん ボイルキャベツ 743 キャベツ ようなし

ヤクルト りんご　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう りんご

ごはん　　みそしる シーフードピラフ いか　　えび　　あさり こめ　　おおむぎ　　あぶら たまねぎ　にんじん　コーン　グリンピース　エリンギ ごはん

いわしのきしゅううめに ジュリアンスープ 小 にんじん　　たまねぎ　　キャベツ みそしる

かわりきりぼしだいこんに ポテトコロッケ 639 ぎゅうにく　　ぶたにく じゃがいも　こむぎこ　パンこ　あぶら たまねぎ にくみそおでん

ふりかけ ブロッコリーぞえ 中・高 ブロッコリー マカロニサラダ

バナナ みかん 763 みかん グレープフルーツ

ヤクルト ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ごはん　　みそしる ごはん こめ だいこんわかなごはん

あつやきたまご わかめスープ 小 わかめ ごま にんじん　　ねぎ みそしる

さんしょくあえ まつかぜやき 641 とりにく　　みそ パンこ　　ごま たまねぎ たらのチーズやき

ふりかけ ほうれんそうのソテー 中・高 バター ほうれんそう　　にんじん　　コーン　 ぶたにくとピーマンのいためづけ

オレンジ ごぼうサラダ 747 マヨドレ ごぼう　にんじん　レタス　きゅうり　かいわれな ブロッコリーぞえ

ヤクルト バナナ　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう バナナ りんごゼリー

ごはん　　みそしる サンドウィッチ（ジャム・たまご） たまご しょくパン　　マヨネーズ パセリ　　いちごジャム 【男子棟リクエストメニュー】

しのだに サーモンチャウダー 小 さけ　　スキムミルク コーン　グリンピース　にんじん　たまねぎ くりごはん　　　　さわにわん

いそあえ ひじきのサラダ 637 ひじき　　とりにく キャベツ　　きゅうり　　にんじん　　コーン とりのからあげ　

ボイルかまぼこ みかん 中・高 みかん おひたし　　バナナ

ぶどう ぎゅうにゅう 800 ぎゅうにゅう

ヤクルト

ごはん　　みそしる 【中・高等部のみ】

いりどうふ ごもくソースやきそば ぶたにく ちゅうかめん　　あぶら

おかかあえ ひじきとじゃがいものあえもの 中・高 ひじき さとう　　じゃがいも　　マヨドレ にんじん　　パセリ

のりつくだに フルーツヨーグルト 739 ヨーグルト パイナップル　　みかん　　もも　　バナナ

りんご ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう
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※小学部給食なしの午前授業

サケの日



久慈拓陽支援学校

むぎごはん　/　のりつくだに のりつくだに こめ　　おおむぎ ごはん　　みそしる

みそしる 小 わかめ　　あぶらあげ　　みそ ねぎ さけのあまみそやき

とうふチャンプルー 659 ぶたにく　　とうふ　　みそ ビーフン　　ごまあぶら　　さとう にんじん　　たまねぎ　　もやし　　にら あげシューマイ

ポテトサラダ 中・高 じゃがいも　　マヨドレ きゅうり　コーン　にんじん　グリンピース ボイルキャベツ

バナナ 796 バナナ トマトぞえ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ヨーグルト

ごはん　　みそしる ごはん こめ ごはん

なっとう みそしる 小 みそ キャベツ　　にんじん ごもくスープ

ベーコンとやさいのカレーふうみソテー たらフライ・タルタルソース 611 たら　　たまご こむぎこ　パンこ　あぶら　マヨネーズ たまねぎ　　パセリ ぎゅうにくオイスターソースいため

やきのり ごもくひじきに 中・高 ひじき　　さつまあげ　　だいず あぶら　　さとう にんじん　　いんげん　　しいたけ だいこんサラダ

かき ブロッコリー・レモン・チェリーぞえ 751 ブロッコリー　　レモン　　さくらんぼ きゅうりづけ

ヤクルト ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう オレンジ

ごはん　　みそしる むぎごはん　/　あじつけのり あじつけのり こめ　　おおむぎ ごはん

あつやきたまご みそしる 小 あぶらあげ　　みそ だいこん　　にんじん みそしる

きりぼしに いそじゃが 635 ちくわ　　ぎゅうにく　　ほたて じゃがいも　こんにゃく　あぶら　さとう にんじん　たまねぎ　いんげん　しょうが てりやきチキン

ふりかけ わかめとツナのあえもの 中・高 わかめ　　くきわかめ　　まぐろ さとう　　アーモンド　　マヨドレ キャベツ　　にんじん　　かいわれな バンサンスー

バナナ りんご 752 りんご ブロッコリーぞえ

ヤクルト ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう バナナ

ごはん　　みそしる

さばのみそに にくうどん 小 ぎゅうにく　　たまご うどん　　さとう ねぎ

ちゅうかふうおひたし ごぼうサラダ 608 マヨドレ ごぼう　にんじん　レタス　きゅうり　かいわれな

ふりかけ ラ・フランスゼリー 中・高 ラ・フランスゼリー

みかん 781

ヤクルト ぎゅうにゅう

ちゅうかふうおこわ こんぶ　　ぶたにく こめ　おおむぎ　ごまあぶら　さとう たけのこ　にんじん　しいたけ　グリンピース ごはん

みそしる 小 こおりどうふ　　みそ だいこん　　にんじん みそしる

さばのしおやき 634 さば はっぽうさい

おかかあえ 中・高 かつおぶし ほうれんそう　　もやし シルバーサラダ

バナナ 754 バナナ つぼづけ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう りんご

ごはん　　みそしる ハヤシライス ぎゅうにく こめ　おおむぎ　あぶら　さとう たまねぎ　エリンギ　グリンピース　にんにく ごはん

プレーンオムレツ かいそうサラダ 小 かいそうミックス　いか　あさり キャベツ　　きゅうり にらたまじる

ごもくきんぴら フルーツあんにん 645 パイナップル　　みかん　　もも　　さくらんぼ にくどうふ

ふりかけ ぎゅうにゅう 中・高 ぎゅうにゅう マカロニサラダ

みかん 789 ぶどうゼリー

ヤクルト

ごはん　　みそしる 【(祝)勤労感謝の日・舎食】 さけわかめごはん

こもちししゃもやき ぎゅうどん 小 ぎゅうにく こめ　おおむぎ　しらたき　さとう にんじん　たまねぎ　しいたけ　べにしょうが たまごスープ

いそべあえ みそしる 633 とうふ　　わかめ　　みそ ねぎ ツナカレーコロッケ

ボイルかまぼこ コールスロー 中・高 ロースハム レタス　キャベツ　にんじん　きゅうり　コーン ボイルキャベツ

りんご ようなし 793 ようなし みかん

ヤクルト ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ごはん　　みそしる むぎごはん こめ　　おおむぎ ごはん

いりたまご みそしる 小 とうふ　　みそ えのきだけ　　にんじん みそしる

かわりきりぼしに はんぺんフライ 602 はんぺん　　たまご こむぎこ　　パンこ　　あぶら マーボーどうふ

のりのつくだに ちくぜんに 中・高 とりにく こんにゃく　　あぶら　　さとう にんじん　　ごぼう　　たけのこ　　きぬさや はるまき

バナナ ボイルキャベツ 729 キャベツ おひたし

ヤクルト りんご　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう りんご グレープフルーツ

ごはん　　みそしる コッペパン（ブルーベリージャム） コッペパン ブルーベリージャム

ボイルウィンナー ブイヤベース 小 あさり　　いか　　えび たまねぎ　　にんじん　　トマト

やさいいため ようふうたまごやき 621 たまご　スキムミルク　ベーコン　チーズ あぶら たまねぎ　　にんじん　　グリンピース

つぼづけ ブロッコリーぞえ 中・高 ブロッコリー

オレンジ バナナ 743 バナナ

ヤクルト ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

えびピラフ えび こめ　　おおむぎ　　あぶら たまねぎ　にんじん　コーン　いんげん　エリンギ ごはん

あさりのスープ 小 あさり たまねぎ　　しそは みそしる

いわてじゅんじょうメンチカツ 679 ポークメンチカツ あぶら ぎせいどうふ

ブロッコリーぞえ 中・高 マヨドレ ブロッコリー ちくわのいそべあげ

ぶどうゼリー 773 ぶどうゼリー ボイルキャベツ

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう バナナ

ごはん　　みそしる むぎごはん こめ　　おおむぎ ごはん

ごもくやさいにくだんご とんじる 小 ぶたにく　　とうふ　　みそ こんにゃく ごぼう　　だいこん　　にんじん　　ねぎ みそしる

しらすあえ さばのちょうせんやき 666 さば しょうが　　にんにく　　ねぎ　　にんじん チキンマリネ

のりのつくだに ポテトサラダ 中・高 じゃがいも　　マヨドレ きゅうり　コーン　にんじん　グリンピース スパゲティ－サラダ

みかん ボイルキャベツ 791 キャベツ りんご

ヤクルト オレンジ　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう オレンジ

ごはん　　みそしる むぎごはん　/　ふりかけ こめ　　おおむぎ　/　ごま いちごにのたきこみごはん

さといもとがんものふくめに みそしる 小 わかめ　　みそ ねぎ みそしる

おひたし みそかつ 675 ぶたにく　　たまご　　みそ こむぎこ　パンこ　あぶら　さとう きびなごカリカリフライ

ふりかけ だいこんサラダ 中・高 ロースハム フレンチドレッシング　　ごま だいこん　　かいわれな ごぼうサラダ

バナナ ボイルキャベツ 804 キャベツ レモン・チェリーぞえ

ヤクルト りんご　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう りんご
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毎月１９日は、その数字のごろ合わせ

から、「食育の日」とされています。

本校では月毎にテーマを設け、

《食育の日メニュー》として実施します。

県産豚肉

&小麦使用


