
鶏肉とツナのトマトスパゲッティー 牛乳 ウインナー にんにく ホールトマト スパゲティ じゃがいも

じゃがいものチーズ焼き 鶏肉 ピザチーズ たまねぎ パセリ 油 さとう

キャベツスープ ツナ ベーコン マッシュルーム にんじん オリーブ油

粉チーズ ホールコーン キャベツ でんぷん

☆節分献立 牛乳 いわし にんじん たまねぎ 精白米 さとう

大豆ひじきごはん 鶏肉 みそ キャベツ 長ねぎ 油 さといも

いわしのかば揚げ 芽ひじき 豆腐 こまつな えのきたけ 三温糖

花野菜のおかか和え 油揚げ 乾燥わかめ カリフラワー でんぷん

みそ汁 大豆 ブロッコリー 小麦粉

三色丼 牛乳 刻み昆布 たけのこ 長ねぎ 精白米 ごま油

すまし汁 豚ひき肉 豆腐 しょうが 米粒麦 お麩

さつま茶巾 大豆 生クリーム ほうれん草 油・バター さつまいも

たまご たまねぎ さとう・三温糖 粉砂糖

あんかけチャーハン 牛乳 鶏ひき肉 長ねぎ 干ししいたけ ほうれん草 油 ごま油

中華サラダ なると しょうが はくさい もやし 精白米 すりごま

ワンタンスープ 豚肉 にんじん チンゲンサイ たまねぎ さとう ワンタンの皮

乾燥わかめ たけのこ だいこん でんぷん

ごはん 牛乳 乾燥わかめ しょうが にんじん はくさい 精白米 つきこんにゃく

鶏肉の七味焼き 鶏肉 みそ・寒天 にんにく ほうれん草 万能ねぎ 油 じゃがいも

切干大根の煮物・みそ汁 油揚げ 豆腐・豆乳 長ねぎ ごぼう さとう 黒砂糖

抹茶牛乳かん　黒蜜添え 豆腐 生クリーム 切干大根 たまねぎ ごま油 コーンスターチ

手作りコーンマヨトースト 牛乳 豚肉 たまねぎ セロリ ブロッコリー 強力粉 マヨネーズ風調味料

ポトフ ツナ ウインナー ホールコーン だいこん いちご 小麦粉 じゃがいも

いちご ベーコン にんにく にんじん 三温糖

ピザチーズ しょうが キャベツ 油

☆和牛肉メニュー 牛乳 しょうが 長ねぎ 精白米 さとう

牛丼 和牛肉 たまねぎ ほうれん草 米粒麦 ごま

野菜のごま醤油 生揚げ 干ししいたけ はくさい 油 練りごま

みそ汁 みそ ごぼう もやし 三温糖 さといも

乾燥わかめ にんじん つきこんにゃく

ごはん・大豆の甘辛揚げ 牛乳 豚肉 しょうが えのきたけ だいこん 精白米 ごま

さばのみそ煮 大豆 油揚げ にんじん ごぼう こまつな 油

ほうれん草とえのきのからし和え さば もやし たけのこ でんぷん

沢煮椀 みそ ほうれん草 干ししいたけ さとう

醤油ラーメン 牛乳 たこ・青のり しょうが にんじん しょうが（酢漬） 冷凍ラーメン 油

たこ揚げポテト 刻み昆布 粉寒天 にんにく キャベツ ブルーベリージャム ごま油・ラード じゃがいも

ヨーグルトゼリー　ブルーベリーソースがけ 豚肉 ヨーグルト 長ねぎ もやし 三温糖 でんぷん

ベーコン 生クリーム 水煮メンマ きくらげ さとう 小麦粉

☆バレンタイン献立 牛乳 にんにく ブロッコリー 強力粉 粉砂糖

手作りチョコチップパン スキムミルク セロリ もやし 小麦粉 じゃがいも

ホワイトシチュー 鶏肉 たまねぎ キャベツ 三温糖 バター

キャベツサラダ 白いんげん豆ペースト にんじん きゅうり 油 さとう

生クリーム マッシュルーム 赤パプリカ チョコチップ

ごまとわかめのごはん 牛乳 高野豆腐 しょうが たまねぎ 精白米 小麦粉

いかのかりん揚げ 炊き込みわかめのもと 油揚げ 干ししいたけ だいこん ごま 三温糖

高野豆腐と野菜の煮物 いか みそ にんじん ほうれん草 油 じゃがいも

みそ汁 鶏肉 さやいんげん 長ねぎ でんぷん こんにゃく

焼肉ビビンバ丼 牛乳 カットわかめ にんにく ほうれん草 レモン汁 精白米 ごま油

豆腐とわかめのスープ 豚肉 粉寒天 しょうが 長ねぎ パイン缶 米粒麦 ごま

フルーツ牛乳かん 鶏肉 たまねぎ もやし・大豆もやし 黄桃缶 油

豆腐 りんご・にんじん 小松菜 みかん缶 さとう

味噌うどん 牛乳 ピザチーズ ごぼう だいこん 菜の花 冷凍うどん さとう

チーズ入り芋もち 鶏肉 焼のり 干ししいたけ 長ねぎ もやし 油 じゃがいも

菜の花のおひたし 油揚げ たまねぎ はくさい キャベツ こんにゃく でんぷん

いちご みそ にんじん ほうれん草 いちご 練りごま 三温糖

☆愛媛県産まだい使用献立 牛乳 みそ 万能ねぎ えのきたけ 精白米 つきこんにゃく

鯛めし 真鯛 乾燥わかめ たまねぎ 長ねぎ 油 ごま油

五目厚焼きたまご 鶏ひき肉 にんじん こまつな じゃがいも ごま

きんぴらごぼう たまご ごぼう さとう

みそ汁 油揚げ さやいんげん でんぷん

ごはん・リユーズふりかけ 牛乳 刻み昆布 こまつな にんじん 長ねぎ 精白米 生パン粉

ハンバーグ　おろしソースがけ 豚ひき肉 豆腐 たまねぎ キャベツ ごま・すりごま 練りごま

青菜のごまあえ 牛ひき肉 だいこん もやし さとう・三温糖 お麩

すまし汁 大豆水煮 万能ねぎ しめじ 油

ゆかりごはん 牛乳 みそ ゆかりごはんのもと キャベツ ごぼう 精白米 でんぷん

揚げ魚のごま醤油がけ めかじき 豆腐 しょうが えのきたけ 長ねぎ ごま さとう・三温糖

わかめの酢の物 カットわかめ 万能ねぎ にんじん こまつな 油 こんにゃく

豚汁 豚肉 きゅうり だいこん 小麦粉 さといも

カレーライス 牛乳 にんにく にんじん ほうれん草 精白米 はちみつ

マカロニといんげん豆のスープ 豚肉 しょうが ホールトマト いちご 米粒麦 マカロニ

いちご 鶏肉 たまねぎ りんご 油・バター 小麦粉

白いんげん セロリ キャベツ じゃがいも さとう

麻婆豆腐丼 牛乳 ハム にんにく にら たまねぎ 精白米 でんぷん

春雨サラダ 豚ひき肉 鶏肉 しょうが キャベツ ほうれん草 米粒麦 はるさめ

ほうれん草とたまごのスープ みそ たまご 長ねぎ にんじん 油・ごま油 練りごま・ごま

豆腐 干ししいたけ きゅうり さとう じゃがいも

学校給食摂取量
エネルギー 830 Kcal

たんぱく質 ２７～４１ g

※材料等の都合により、献立を変更することがあります。ご了承ください。 今月の平均値
エネルギー 838 Kcal

たんぱく質 32.8 g

26 金 ○
エネルギー 887 Kcal

たんぱく質 33.8 g

24 水 ○
エネルギー 821 Kcal

たんぱく質 32.5 g

22 月 ○
エネルギー 801 Kcal

たんぱく質 32.7 g

19 金 ○
エネルギー 770 Kcal

たんぱく質 31.5 g

18 木 ○
エネルギー 784 Kcal

たんぱく質 33.1 g

17 水 ○
エネルギー 882 Kcal

たんぱく質 31.7 g

16 火 ○
エネルギー 809 Kcal

たんぱく質 37.1 g

15 月 ○
エネルギー 870 Kcal

たんぱく質 28.0 g

12 金 ○
エネルギー 814 Kcal

たんぱく質 32.3 g

10 水 ○
エネルギー 831 Kcal

たんぱく質 35.8 g

9 火 ○
エネルギー 800 Kcal

たんぱく質 31.1 g

8 月 ○
エネルギー 856 Kcal

たんぱく質 32.0 g

5 金 ○
エネルギー 896 Kcal

たんぱく質 .34.2 g

4 木 ○
エネルギー 805 Kcal

たんぱく質 29.1 g

3 水 ○
エネルギー 924 Kcal

たんぱく質 36.2 g

2 火 ○
エネルギー 860 Kcal

たんぱく質 35.4 g

赤の食品 緑の食品

令和3年　2月

牛込第一中学校

1 月 ○
エネルギー 833 Kcal

黄色の食品
栄　養　価

血や肉になる 体の調子を整える 働く力になる
日

曜
日

牛
乳

献　　立　　名

２月　献 立 表

たんぱく質 35.1 g

25 木 ○
エネルギー 844 Kcal

たんぱく質 29.2 g


