
日 曜 血や筋肉のもとになるもの 熱や力のもとになるもの 体の調子をよくするもの
エネルギー

kcaｌ
たんぱく質

ｇ

1 金
いわしのかば焼き丼　　【節分】
かぶの三色漬　　呉汁

○
牛乳 いわし かつお節
大豆　みそ

米　麦　油　小麦粉
片栗粉　さとう
じゃがいも　こんにゃく

しょうが　かぶ　にんじん
レモン　だいこん　長ねぎ
こまつな

678 28.5

4 月
【２年生リクエスト給食】
花野菜のカレーライス
じゃこサラダ　　菊花みかん

○

牛乳　豚肉　ひよこまめ
ちりめんじゃこ

米　麦　油　小麦粉
はちみつ　じゃがいも
さとう　ごま

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　もやし　ブロッコリー
カリフラワー　キャベツ　こまつな
みかん

694 24.6

5 火
ひじきごはん　焼きししゃも
いかと大根の炒め煮　野菜のお浸し

○
牛乳　昆布　ひじき
油揚げ　大豆　ししゃも
竹輪　いか

米　麦　油　こんにゃく
さとう　さといも

にんじん　干ししいたけ
だいこん　さやいんげん　もやし
キャベツ　こまつな

581 26.1

6 水
シュガートースト
クリームシチュー　コーンサラダ

○

牛乳　ベーコン　鶏肉 食パン　バター　さとう
油　じゃがいも　小麦粉

セロリー　たまねぎ　にんじん
マッシュルーム　しょうが
パセリ　キャベツ　もやし
とうもろこし　りんご

610 22.2

7 木
マーボー豆腐丼
もやしのピリ辛炒め　卵スープ

○

牛乳　豚肉　みそ　豆腐
鶏肉　卵

米　麦　油　さとう
片栗粉　ごま油

にんにく　しょうが　たけのこ
にんじん　干ししいたけ　長ねぎ
にら　もやし　チンゲンサイ
えのきたけ　たまねぎ　こまつな

606 26.0

8 金
赤しそごはん
ちくぜん煮　野菜のごま浸し

○ 牛乳　鶏肉　焼き竹輪
米　麦　ごま　油
こんにゃく　さとう

赤しそ　ごぼう　にんじん
干ししいたけ　れんこん
さやいんげん　えのきたけ
キャベツ　こまつな

595 22.5

12 火
チキントマトクリームスパゲティ
フレンチサラダ　　デコポン

○
牛乳　ベーコン　鶏肉
生クリーム　チーズ

スパゲティ　オリーブ油
バター　さとう　油

にんにく　たまねぎ　しめじ
トマト　パセリ　にんじん
こまつな　もやし　キャベツ
とうもろこし　デコポン

621 23.1

13 水
ごはん　　たまごの唐草焼き
大豆とじゃこの炒り煮
白菜のみそ汁

○
牛乳　鶏肉　芽ひじき
豆腐　卵　大豆
ちりめんじゃこ　みそ

米　麦　油　さとう
小麦粉

にんじん　こまつな　はくさい
えのきたけ 623 26.3

14 木
ガーリックピラフ【バレンタイン】
カラフルサラダ　　ブラウニー

○

牛乳　鶏肉　卵　牛乳 米　麦　油　バター
小麦粉　グラニュー糖
さとう　ﾁｮｺﾚｰﾄ

にんにく　たまねぎ　にんじん
マッシュルーム　こまつな
パセリ  キャベツ　赤ピーマン
とうもろこし　りんご

676 18.9

15 金
シシジューシー【沖縄県の料理】
豆腐チャンプルー　イナムドゥチ

○

牛乳　豚肉　昆布　豆腐
かまぼこ　さつま揚げ
卵　粉かつお　みそ

米　もち米　油　さとう
ごま油　こんにゃく

にんじん　さやいんげん　もやし
にんにく　たまねぎ　だいこん
干ししいたけ　こまつな

593 24.8

18 月
五目うどん
和風サラダ　みたらし団子

○

牛乳　豚肉　油揚げ うどん　油　さとう
片栗粉　白玉粉　小麦粉

干ししいたけ　にんじん　長ねぎ
たまねぎ　はくさい　　こまつな
だいこん　キャベツ　しょうが

628 25.4

19 火
そぼろ丼
白菜の漬けもの　さつま汁

○

牛乳　豚肉　卵
花かつお　鶏肉　みそ

米　麦　さとう　油
さつまいも

しょうが　にんじん　こまつな
はくさい　レモン　ごぼう
だいこん　たまねぎ　長ねぎ

628 25.4

20 水
きなこあげパン【１年生
ワンタンスープ　　リクエスト給食】
レモンスカッシュゼリー

○

牛乳　きな粉　豚肉　寒天 コッペパン　さとう　油
ワンタンの皮

にんじん　干ししいたけ
にんにく　もやし　長ねぎ
ほうれんそう　しょうが　レモン 612 22.1

21 木
麦入りごはん
さばの香味焼き　韓国風サラダ
にらたまスープ

○

牛乳　さば　わかめ
豚肉　豆腐　卵

米　麦　さとう　ごま油
ごま　油　片栗粉

にんにく　しょうが　長ねぎ
キャベツ　きゅうり　もやし
たまねぎ　にんじん　にら 610 27.3

22 金
チキンライス
もやしサラダ　りんご

○

牛乳　鶏肉 米　麦　バター　油
さとう　油

たまねぎ　マッシュルーム
グリンピース　にんじん
キャベツ　もやし　りんご

582 19.5

25 月
～オリンピック・パラリンピック応援メニュー～

チャーハン【中国の料理】
バンサンスー　アンニンドウフ

○

牛乳　焼豚　卵　ハム
寒天

米　麦　油　ラード　油
はるさめ　さとう　ごま油

しょうが　長ねぎ　にんじん
干ししいたけ　キャベツ
きゅうり　みかん　パイン 620 17.9

26 火
大豆ひじきごはん
車ふと野菜のうま煮
変わりきざみキャベツ

○

牛乳　芽ひじき　大豆
鶏肉　油揚げ

米　麦　油　こんにゃく
さとう　じゃがいも　ふ

にんじん　こまつな　ごぼう
さやいんげん　キャベツ
ほうれんそう 619 21.3

27 水
米粉パン
ポテトのミートグラタン
かぶのスープ　清美オレンジ

○

牛乳　豚肉　チーズ 米粉パン　油　じゃがいも にんにく　たまねぎ
マッシュルーム　トマト　パセリ
セロリー　キャベツ　かぶ
清美オレンジ

618 30.9

28 木

【6年生を送る会・お弁当給食】
黒米ごはん　　カリカリチキンカツ
カレーきんぴら　ミニトマト
ブロッコリー　ぶどう

発
酵
乳

発酵乳　鶏肉　豆乳
さつま揚げ

米　黒米　片栗粉
コーンフレーク　油
じゃがいも　さとう

ごぼう　にんじん　ピーマン
ミニトマト　ブロッコリー
ぶどう 590 21.4

1月分　一日あたりの平均 620 23.9
３・４学年1人1回当たりの

学校給食摂取基準 640 24.0

◎学校行事や食材費等の都合により、献立の変更並びに回数が少なくなることがあります。

　大豆をいった福豆をまいて、病気や災難を引き起こ
だいず　　　　　　　　　　　　ふくまめ　　　　　　　　　　　びょうき　　　さいなん　　ひ　　　　お

す鬼
おに

をはらい、福豆を食べて、１年の健康や無事を願
　　　　　　　　　　　　　ふくまめ　　　た　　　　　　　　　　　ねん　　けんこう　　　ぶじ　　　ね

います。
が

家
いえ

の戸口に飾るヒイラギイワシ（ヤイカガ
　　　とぐち　　　かざ

シ）は、ヒイラギの枝
えだ

に、焼
や　　　　　　　　　　　　　　　　あたま　　さ

いたイワシの頭を刺した

もので、ヒイラギのトゲとイワシのにおいで、鬼
おに　　お

を追

いはらいます。

　　　　　　　　　　クイズの答え　　①ブロッコリー

　　　　　　　　　　②にんじん　③はくさい　④いちご

　　　　　　　　　　⑤みかん　⑥ほうれんそう　⑦しゅんぎく

　　　　　　　　　　⑧だいこん　⑨ながねぎ　⑩れんこん

2月学校給食献立予定表
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