
エネルギー たんぱく質

kcａI ｇ

牛乳 ●牛乳
むぎごはん 米　米粒麦 638 24.0
とりにくとしめじのハヤシシチュー とり肉 じゃが芋　小麦粉　油　砂糖 にんじん　玉ねぎ　しめじ　トマト　ｾﾛﾘｰ　ﾆﾝﾆｸ
ツナコーンサラダ ツナ イタリアンドレッシング ブロッコリー　キャベツ　コーン 784 29.1
いちごのとうにゅうパンナコッタ ●豆乳 さとう　油 ●いちご 　●りんご
牛乳 ●牛乳
さつまいもいりこだいまいごはん 米　古代米　さつまいも 625 24.1
ごましお ごま
しらたまぞうに とり肉　なると ●しらたまだんご にんじん　だいこん　みつば　ﾎｼｼｲﾀｹ 786 29.5
ぶりのあげに ぶり でんぷん　さとう　油
うめかつおあえ カツオブシ さとう こまつな　キャベツ　●うめ

コーヒー牛乳 ●牛乳 さとう

じごなうどん 地粉うどん 671 22.1

ぶたカレーうどんじる ぶた肉油あげかまぼこみそ 小麦粉　油 にんじん　玉ねぎ　長ねぎ　ショウガ

かぼちゃつつみフライ じゃが芋砂糖ﾏｰｶﾞﾘﾝ小麦粉パン粉油 かぼちゃ 817 26.5

かみかみあえ するめいか 油　ごま油　さとう　ごま 切り干し大根　だいこん　きゅうり　にんじん

牛乳 ●牛乳
なめし 米 だいこんな 652 27.4
とんじる ぶた肉　油あげ　みそ さといも　油　ごま油 にんじん　だいこん　ごぼう　こんにゃく　長ねぎ
さばのみりんやき さば　 810 32.7
いそかあえ のり ほうれんそう　もやし　はくさい

牛乳 ●牛乳

こどもパン パン 635 23.9

はくさいのクリームに ベーコン　●牛乳 じゃが芋小麦粉油●バターｵﾘｰﾌﾞ油 にんじん　はくさい　玉ねぎ　コーン

ｹﾁｬｯﾌﾟｿｰｽのにこみハンバーグ とり肉　ぶた肉 小麦粉　油　さとう　ラード 玉ねぎ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ　トマト 826 30.2

さんしょくあえ 和風ドレッシング ほうれんそう　カリフラワー　コーン

牛乳 ●牛乳

ごはん 米 641 26.5

ふりかけ（おかか） カツオブシ　のり さとう

おさかなめんのスープ ぶた肉　おさかなめん にんじん　玉ねぎ　みずな　ｼｮｳｶﾞ　ﾎｼｼｲﾀｹ 787 31.3

とりにくのからあげ・こうみソース とり肉 片栗粉　油　さとう　ごま 長ねぎ　ショウガ

マカロニサラダ マカロニ　油　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ にんじん　キャベツ　きゅうり

牛乳 ●牛乳

むぎごはん 米　米粒麦 629 26.7

とうふのチリソースに とうふ　とり肉 さとう　油　ごま油　片栗粉 にんじん　玉ねぎ　ピーマン　ﾎｼｼｲﾀｹ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ

ポークシューマイ（２こ） とり肉　ぶた肉 小麦粉　澱粉　ラード　砂糖 玉ねぎ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ 774 31.3

はるさめサラダ 春雨　さとう　ごま油　ごま にんじん　キャベツ
牛乳 ●牛乳
かてめし とり肉　油あげ 米　油　砂糖 にんじん　ごぼう　こんにゃく 611 23.1
かきたまじる ●たまご　とうふ 玉ねぎ　ほうれんそう
やさいコロッケ じゃが芋パン粉小麦粉砂糖油 にんじん　玉ねぎ　コーン　いんげん 766 28.2
ごまあえ みそ さとう はくさい　こまつな　にんじん
牛乳 ●牛乳
ごはん 米 646 28.8
なっとう なっとう
すきやきふうに ぶた肉　やきどうふ さとう　油 にんじん　玉ねぎ　しらたき　長ねぎ　ショウガ 808 35.7
ごぼうサラダ ツナ ごまドレッシング ごぼう　にんじん　キャベツ
牛乳 ●牛乳

ココアあげパン（こめこパン） ●米粉パン●ﾐﾙｸｺｺｱ　油 635 24.2

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

ウィンナーたまごやき ●たまご　ウィンナー でんぷん　さとう　油 806 29.6

ミックスポテト じゃが芋　油　マーガリン コーン　えだまめ

牛乳 ●牛乳

ごはん 米 611 28.8

あじつけのり のり

なまあげのみそしる なまあげ　みそ はくさい　えのき　長ねぎ 765 34.9

さけのこがねやき さけ　みそ ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ　小麦粉 コーン　

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 628 26.3

シーフードカレー いか　えび　あさり じゃが芋　小麦粉　油 にんじん　玉ねぎ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ

チキンナゲット（小２こ　中３こ） とり肉　●おから 小麦粉ｸﾗｯｶｰ粉澱粉油●米粉 807 33.2

ふくじんづけあえ ごま ふくじんづけ　キャベツ　きゅうり
牛乳 ●牛乳
ちゅうかめん ちゅうかめん 641 25.4
しょうゆラーメンじる（うずら卵入り） ぶた肉 なると ●うずらの卵 油　ごま油 長ねぎ　メンマ　ﾆﾝﾆｸｼｮｳｶﾞ
フライドポテト じゃが芋　油　 777 30.6
のりかつおあえ のり　カツオブシ さとう もやし　にんじん　ほうれんそう
牛乳 ●牛乳
チャーハン ぶた肉　●たまご 米　油　ごま油 にんじん　玉ねぎ　ニンニク 642 25.5
わかめスープ とうふ　とり肉　わかめ ごま油 キャベツ　コーン　長ねぎ
はるまき ぶた肉 小麦粉　澱粉　春雨　油 キャベツ　にんじん　玉ねぎ　 813 31.2
ヨーグルト ●ヨーグルト

20 木

＊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。

28 金

31 月

21 金

27 木

月

25 火

26 水

24

　      学 校 給 食 献 立 予 定 表　　　横瀬町学校給食調理場令和 4年   1月

使　用　す　る　食　品　と　働　き　　●今年度アレルギー対応食品

血･肉･骨などおもに
体をつくる食品（赤）

献　　立　　名日 曜 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）

栄　　養　　価

水12

18 火

19 水

１３ 木

17 月

14 金

みなさんは、給食で苦手な食べ物が出たら、どうしていますか？ 全く手を付けずに残している人もいるか

もしれませんが、ひと口でいいので食べてみてください。初めは苦手でも、食べ慣れることでだんだんと食べ

られるようになるものがあります。また、味覚は成長とともに変わっていくので、苦手だと思っていたもので

も、食べてみたらおいしかったということもあります。

小さいころから、さまざまな味の経験を積むことで、豊かな味覚が育ちます。今年は「寅（とら）年」、苦

手な食べ物にもぜひ「トライ」してみてくださいね！


