
　      学 校 給 食 献 立 予 定 表　

エネルギー たんぱく質

kcａI ｇ

牛乳 ●牛乳

ちゃめし 米 627 25.3

おでん さとう だいこん　こんにゃく

はるさめサラダ ハム 春雨 さとう ごま油 油 ごま にんじん　キャベツ 774 30.5

ふくまめ だいず

牛乳 ●牛乳

コッペパンスライス パン 669 22.8

フルーツクリームサンド ●ホイップクリーム ●みかん缶　●おうとう缶　●パイン缶

わふうスパゲッティ とり肉 スパゲッティ　オリーブ油 にんじん　玉ねぎ　しめじ　ニンニク 802 27.3

カリフラワーとツナのサラダ ツナ わふうドレッシング カリフラワー　ほうれんそう

牛乳 ●牛乳

むぎいりなめし 米　米粒麦 だいこんな 667 24.4

さつまじる とり肉　油あげ さつまいも　油 にんじん　だいこん　ながねぎ

しろみさかなフライ・パックソース ホキ パン粉 小麦粉 でんぷん 油 820 29.0

キャベツのごまあえ みそ ごま　さとう キャベツ　こまつな
牛乳 ●牛乳
むぎごはん 米　米粒麦 630 24.8
わかめスープ とり肉　とうふ　わかめ ねぎ油 にんじん　長ねぎ　ｼｮｳｶﾞ
ビビンバ ぶた肉　●たまご　みそ さとう　油　ごま油 にんじん　ほうれん草　もやし　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ 773 29.8
コーンシューマイ（２こ） さかなすりみ　とうふ 小麦粉　澱粉　油 コーン　玉ねぎ 　
牛乳 ●牛乳
じごなうどん 地粉うどん 642 22.8
きつねうどんじる とり肉  油あげ  なると さとう 玉ねぎ　長ねぎ　ホシシイタケ
みたらしだんご（小５こ　中６こ） ●だんご　さとう　片栗粉 782 27.4
じゃこあえ じゃこ ごま油 ほうれんそう　はくさい　もやし　にんじん
牛乳 ●牛乳
ごはん　 米 677 25.6
なめこのみそしる とうふ　みそ はくさい　なめこ　長ねぎ
とりにくのからあげ（２こ） とり肉 片栗粉　油 ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ　レモン汁 823 31.7
きりぼしだいこんのにもの ぶた肉　さつまあげ さとう　油 切り干し大根　にんじん　こんにゃく　いんげん

牛乳 ●牛乳

むぎごはん 米　米粒麦 637 27.8

とうふとえびのちゅうかに とうふ　ぶた肉　えび さとう　油　ごま油　片栗粉 にんじん　チンゲンサイ　ﾎｼｼｲﾀｹ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ

やきぎょうざ（２こ） とり肉　ぶた肉 小麦粉　パン粉　油　さとう キャベツ　ニラ　ｼｮｳｶﾞ 798 34.0

からしあえ 小麦粉　油 にんじん　こまつな　もやし

牛乳 ●牛乳

ごはん 米 679 27.4

ごまふりかけ ごま

にくじゃが ぶた肉　とり肉 じゃが芋　さとう　油 にんじん　玉ねぎ　しらたき　グリンピース 808 32.0

いわしのうめに いわし　カツオブシ さとう　でんぷん うめ

たくあんあえ たくあん　だいこん　キャベツ

牛乳 ●牛乳

カレーピラフ とり肉 米　米粒麦　油　マーガリン にんじん　玉ねぎ　ピーマン 661 21.5

たまごスープ ハム　●たまご オリーブ油 にんじん　玉ねぎ　キャベツ　チンゲンサイ

ハートのコロッケ さつま芋じゃが芋パン粉油 774 25.9

チョコプリン ●とうにゅう さとう　●ココア
牛乳
てまきずし 米　さとう 633 24.3
のり　たまご（小1本　中2本） のり　●たまご さとう　油
いか（1本）ツナサラダ いか　ツナ でんぷん　油　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ きゅうり　キャベツ 791 29.9
こめこめんじる とり肉　油あげ ●こめこめん にんじん　ごぼう　はくさい　長ねぎ　ﾎｼｼｲﾀｹ
牛乳 ●牛乳
こどもパン パン 653 24.2
はちみつマーガリン はちみつ　●マーガリン
ポークビーンズ ぶた肉　だいず じゃが芋 オリーブ油 さとう にんじん　玉ねぎ　ピーマン　トマト　ﾆﾝﾆｸ 812 30.0
コールスローサラダ ハム ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞｺｰﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ キャベツ　きゅうり　コーン
オレンジ ●オレンジ
牛乳
ごはん　 米 645 24.4
キムチスープ ぶた肉　とうふ　みそ 油　ごま油　さとう 白菜キムチ　玉ねぎ　ニラ　えのき　ｼｮｳｶﾞ
フランクのころもあげ（2本） フランク 小麦粉　ごま　油 810 30.0
のりずあえ のり ほうれんそう　もやし

牛乳 ●牛乳

ごもくごはん とり肉　油あげ 米　油　さとう にんじん　ごぼう　えだまめ 663 25.6

いとかまぼこのすましじる とうふ　かまぼこ　わかめ じゃが芋　油 だいこん　みつば

さばのさいきょうやき さば　みそ さとう 811 30.9

なのはなあえ ごまドレッシング なのはな　キャベツ　にんじん

牛乳 ●牛乳

ちゅうかめん 中華麺 688 25.9

しおラーメンじる とり肉　なると 油　ごま油 にんじん キャベツ もやし 長ねぎ ﾒﾝﾏ ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ

にくまんふうむしパン ぶた肉 ｹｰｷﾐｯｸｽ油さとう澱粉ごま油 玉ねぎ　 833 30.8

ほうれんそうのソテー 油　マーガリン ほうれんそう　コーン
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使　用　す　る　食　品　と　働　き　　●今年度アレルギー対応食品

おもに体の調子を
ととのえる食品（緑）

栄　　養　　価

おもにエネルギーの
もとになる食品（黄）

血･肉･骨などおもに
体をつくる食品（赤）

横瀬町学校給食調理場

献　　立　　名日 曜
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5 水
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竹輪 揚げボール いわしボール
がんもどき 昆布●うずらの卵

21

18
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＊都合により、献立の内容が変更になる場合があります。

　　　　　     ★給食費の振り替えは毎月12日です。残高のご確認をお願いします。

13

20

19

7 金

12

２月 ３日

「節 分」

「節分」は、立春の前日です。

家の戸口に、ヒイラギイワシを飾り、豆をまいて鬼

を払い、無病息災を願います。最近、全国的に食べ

られるようになった恵方巻きは、もともと関西の一

部地域で商売繁盛を願って食べられていたものです。

「豆」を食べて、健康な生活を送りましょう。



エネルギー たんぱく質

kcａI ｇ

牛乳 ●牛乳
きなこあげパン（コッペパン） きなこ パン　さとう　油 625 24.4
わんたんスープ とり肉 わんたん　ごま油 にんじん　長ねぎ　もやし　チンゲンサイ　ｼｮｳｶﾞ
オムレツ ●たまご さとう　でんぷん　油 803 30.1
あおのりポテト あおのり じゃが芋　油　マーガリン コーン　玉ねぎ
牛乳 ●牛乳
むぎごはん 米　米粒麦 666 23.7
チキンカレー とり肉 じゃが芋　油 にんじん　玉ねぎ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ
ふくじんづけあえ ごま ふくじんづけ　キャベツ　きゅうり 818 28.7
いちごゼリー さとう ●いちご
牛乳 ●牛乳
ごはん 米 666 22.1
だいこんとこまつなのみそしる 油あげ　みそ だいこん　長ねぎ　こまつな
キャベツメンチ（ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ） とり肉　ぶた肉　ぎゅう肉 パン粉　さとう　油　小麦粉 キャベツ　玉ねぎ 837 26.4
かわりきんぴら ぶた肉　ちくわ さとう　油　ごま油　ごま にんじん　ごぼう　こんにゃく　ピーマン
牛乳 ●牛乳
ケチャップライス とり肉 米　米粒麦　油 玉ねぎ　コーン　トマト 629 24.5
コンソメスープ ウィンナー じゃが芋　オリーブ油 にんじん　玉ねぎ　キャベツ　セロリー　ﾆﾝﾆｸ
えびマカロニグラタン ●牛乳　●チーズ　えび マカロニ　小麦粉　油 ほうれんそう 779 29.7
つぼみサラダ イタリアンドレッシング ブロッコリー　カリフラワー

栄　　養　　価
血･肉･骨などおもに

体をつくる食品（赤）
おもにエネルギーの

もとになる食品（黄）
おもに体の調子を

ととのえる食品（緑）
日 曜 献　　立　　名

使　用　す　る　食　品　と　働　き　　●今年度アレルギー対応食品
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