
2月

日 血や肉になるもの 働く力になるもの 体の調子を整えるもの たんぱく質 脂　質

赤色の食品 黄色の食品 緑色の食品 カルシウム 塩　分

3 ごはん いわしのうめに　にくだんご　とうふ こめ　さといも　さとう にんじん　はくさい　えのき

月 いわしのうめに かまぼこ　あぶらあげ　とりにく　だいず ごぼう　れんこん　こんにゃく 31.0g 24.2g

おにちゃんじる ぎゅうにゅう ねぎ　しいたけ　いんげん 488mg 2.3g

4 スパゲッティー エビフライ　ぶたにく　だいず スパゲッティー　あぶら　ﾊﾔｼﾙｳ にんにく　にんじん　たまねぎ　マッシュルーム

火 エビフライ チーズ　スキムミルク オリーブゆ　さとう　ごまあぶら トマト　えだまめ　もやし　きゅうり 29.7g 14.7g

ミートソース ひじき　ツナ　ジョア ﾊﾞﾀｰ ﾃﾞﾐｿｰｽ ドレッシング ごま セロリ―　あかピーマン　レモン 324mg 1.5g

5 バンズパン だいず　ぶたにく　ぎゅうにく　たまご パン　パンこ　ごま　あぶら たまねぎ　しょうが　マッシュルーム　にんじん

水 ハンバーグパテ ｽｷﾑﾐﾙｸ　とりにく　ベーコン じゃがいも コーン　パセリ　えのき　しめじ　エリンギ 31.4g 25.3g

コーンスープ しろいんげんまめ　ぎゅうにゅう こまつな 434mg 2.3g

6 ごはん ぶたにく　たまご　みそ　とりにく こめ　こむぎこ　パンこ　あぶら ごぼう　にんじん　だいこん　こんにゃく　ねぎ

木 みそカツ がんもどき　おしゃべりみそ さとう　ごま　さといも　でんぷん こまつな　しいたけ　いんげん 34.9g 22.0g

のっぺいじる ぎゅうにゅう 306mg 2.3g

7 キラリもちむぎごはん ぶたにく　とうふ　ハム　たまご こめ　もちむぎ　あぶら　さとう にんにく　しょうが　しいたけ　にんじん　にら

金 マーボーどうふ でんぷん　ごまあぶら　ごま たけのこ　ねぎ　もやし　きゅうり 22.3g 16.1g

ちゅうかふうあえもの ぎゅうにゅう デコポン 439mg 1.8g

10 ごはん とりにく　みそ　あぶらあげ　 こめ　さとう　だまこもち　ごま しょうが　にんにく　うめ　ごぼう　にんじん

月 とりにくうめみそやき さつまあげ ぎゅうにゅうプリン こんにゃく　しめじ　こまつな　ねぎ　しいたけ 25.5g 17.0g

だまこもちじる ぎゅうにゅう だいこん 503mg 2.4g

12 ミルクロールパン やさいコロッケ　ベーコン　とりにく パン　あぶら　ｵﾘｰﾌﾞゆ にんにく　セロリー　たまねぎ　にんじん

水 やさいコロッケ だいず　 マカロニ　ドレッシング キャベツ　トマト　ブロッコリー　カリフラワー 22.8g 25.6g

ミネストローネ ぎゅうにゅう ミルメーク あかピーマン　コーン 453mg 2.4g

13 ごはん さけ　みそ　えいようだし　ぶたにく こめ　ごまあぶら　さとう　ごま しょうが　ねぎ　にんじん　だいこん　こんにゃく

水 さけてりやき あぶらあげ　おしゃべりみそ さつまいも えのき　こまつな　ごぼう 28.7g 19.9g

さつまじる ぎゅうにゅう あかピーマン　ピーマン　しめじ 340mg 1.8g

14 ごはん ぶたにく　スキムミルク　 こめ　あぶら　デミソース にんにく　にんじん　たまねぎ　マッシュルーム

金 チョコハヤシ ハヤシルウ　マカロニ しめじ　トマト　キャベツ　コーン　きゅうり 23.2g 26.1g

マカロニサラダ ぎゅうにゅう マヨネーズ　なまクリーム りんご 295mg 2.0g

17 ごはん あかうおたまりしょうゆづけ　とうふ こめ　あぶら　さといも ごぼう　にんじん　だいこん　こんにゃく

月 あかうおたまりしょうゆづけ あぶらあげ　ぶたにく　ヨーグルト でんぷん ねぎ　こまつな　たまねぎ　もやし　にら 32.2g 19.3g

けんちんじる ぎゅうにゅう にんにく　しょうが　 542mg 2.1g

18 ごはん イカ　ぶたにく　とうふ　たまご こめ　でんぷん　あぶら　さとう レモン　にんじん　しいたけ　ザーサイ　ねぎ

火 いかレモンソース にぼし ごまあぶら たけのこ　チンゲンサイ　にんにく　しょうが 29.8g 21.2g

ザーサイとたまごのスープ ぎゅうにゅう きくらげ　れんこん　しめじ　ﾋﾟｰﾏﾝ　あかﾋﾟｰﾏﾝ 383mg 2.0g

19 テーブルロールパン ベーコン　スキムミルク　チーズ パン　じゃがいも　あぶら たまねぎ　パセリ　にんじん　しいたけ

水 ポテトベーコンやき にくだんご マヨネーズ　マロニー はくさい　もやし　こまつな　キャベツ　コーン 22.5g 27.6g

にくだんごスープ ぎゅうにゅう ドレッシング　キャラメルクリーム きゅうり 613mg 2.3g

20 ごはん とりにく　えいようだし　なまあげ こめ　ごま　でんぷん　あぶら しょうが　にんじん　はくさい　えのき

木 とりからあげ みそ　ぶたにく　あぶらあげ じゃがいも　さとう こまつな　ねぎ　しいたけ　たまねぎ 27.2g 26.3g

はくさいのみそしる とうふ　おしゃべりみそ　ぎゅうにゅう こんにゃく　いんげん 314mg 2.1g

21 キラリもちむぎごはん ぶたにく　スキムミルク　かいそう こめ　もちむぎ　あぶら　ごま にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん

金 ポークカレー ひじき じゃがいも　カレールウ えだまめ　もやし　オレンジ 21.9g 19.7g

かいそうとごまのサラダ ぎゅうにゅう ごまあぶら　さとう　ドレッシング 328mg 1.9g

25 ちゅうかめん ぶたにく　みそ ちゅうかめん　さつまいも にんにく　にんじん　たまねぎ　もやし　コーン

火 だいがくいも あぶら　さとう　みずあめ　ごま キャベツ　ほうれんそう　ねぎ　きくらげ 23.6g 17.9g

みそラーメンスープ ぎゅうにゅう ごまあぶら あかピーマン　にら 352mg 2.9g

26 こくとうパン たまご　ﾁｰｽﾞ　とりにく　あさり パン　オリーブゆ　パンこ エリンギ　えのき　しめじ　たまねぎ

水 たまごのパンこやき しろいんげんまめ　ぎゅうにゅう じゃがいも　ﾍﾞｼｬﾒﾙｿｰｽ にんじん　はくさい　コーン　パセリ 27.4g 16.6g

クラムチャウダー ｽｷﾑﾐﾙｸ　ﾍﾞｰｺﾝ　のむﾖｰｸﾞﾙﾄ ペンネ　さとう　あぶら にんにく　トマト　グリンピース 403mg 2.5g

27 ごはん あじあげに　ぶたにく　みそ こめ　あぶら　じゃがいも しょうが　にんにく　にんじん　たまねぎ

木 あじあげに ベーコン ごまあぶら　でんぷん コーン　こまつな　キャベツ　もやし 27.8g 17.7g

どさんこじる ぎゅうにゅう むらさきいもチップス あかピーマン 312mg 1.9g

28 げんまいいりごはん きびなごフライ　ぶたにく　のり こめ　はつがげんまい　さとう ごぼう　たまねぎ　しめじ　えのき

金 きびなごフライ② グリンピース　こまつな　にんじん 28.5g 21.0g

ぶたどんのぐ ぎゅうにゅう キャベツ　こんにゃく　もやし　ポンカン 410mg 2.0g

基準栄養量 エネルギー　  650kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 654kcal

たんぱく質 　 21～32g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 27.2g

脂　　質　　  14～21g 脂　　質 21.0g

カルシウム　　  350mg カルシウム 402mg

塩　　分　  　   2.0g 塩　　分 2.2g

　　　　①あずき⇒あんこ，③そら豆⇒豆板醤の原料です。　豆は色々な食品に変身します。

まだまだ、風邪やインフルエンザが
心配な時期です。
マスク、うがい、手洗い等、
予防を忘れずに！
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今日のような和食の献立は、栄養
バランスが非常に良い「日本型食
生活」の一例です。主食・主菜・副
菜・汁物がそろっています。

海藻類には、食物せんいが豊富に含
まれています。おなかの中をきれいに
したり、コレステロールを下げたり、生活
習慣病を予防する効果があります。

給食で人気メニューのラーメン。温
かいうちに食べられるよう、すばやく
準備しましょう。

クラムチャウダーに入る「あさり」は
ミネラル豊富で、貧血予防や疲労
回復の効果があります。

どさんこ汁の「どさんこ」とは、「道産
子」と書き、北海道で生まれたもの
を意味する言葉です。

玄米入りごはんには、県内産の発
芽玄米が使われています。発芽玄
米には食物繊維やビタミンが豊富
に含まれています。
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○
☆節分献立☆
ちゃんこ汁に鬼がかくれたゾ？！
しっかり食べて、鬼たいじ☆
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ツナとひじきのサラダ

○

のっぺい汁は、全国各地で昔から
作られている郷土料理で、でんぷ
んなどでとろみをつけた汁物のこと
をいいます。

698kcal

だいこんとがんものにもの

○
♪まめまめクイズ♪
豆腐の原料になる豆はな～んだ？
①あずき②だいず③そら豆

591kcal

デコポン

ぎゅうにゅうプリン

○

だまこもちは、ごはんを使った秋田
県の郷土料理です。ごはん粒がの
こる位につぶして丸い形にしたもの
で、主に鍋の具材となります。

637kcal

きりぼしだいこんに

ミルメーク

○

ブロッコリーやカリフラワーは、花の
つぼみの部分を食べる野菜です。

675kcal

はなやさいサラダ

633kcal

あっぴいちゃんとゴボウのきんぴら

○

２度目の登場となる『チョコハヤ
シ』。ココアパウダーをお湯で溶い
て、ルウに加えるとマイルドな味わ
いになります。

697kcal

りんご

かみかみにぼし

○
ザーサイはキャベツの仲間です。
こぶのように大きくなった茎を塩や
調味料で漬けたものが有名です。

649kcal

れんこんのかふういため

キャラメルクリーム

○

食器はていねいにあつかおう 662kcal

コールスロー

＊栄養だしは、県内産いわし、かつおをいぶして粉末にした「天然のだし」です。

＊おしゃべりみそは、市内で無農薬で作られた大豆から作る「手作りみそ」です。

＊米は、市内産を使用します。

１１日の答え：①ひじきもカルシウム豊富な食品です。牛乳がお腹に合わない方はひじきもおすすめです。

　＊２月分の給食費の引き落としは、２月２５日（火）です。口座の確認をお願いします。

＊ごはんに黄色い米が混じることがあります。これは炊飯時にビタミンを強化した米を混ぜている為です。

『あっぴいちゃんとゴボウのきんぴら』は、野田小の石橋卓磨さんが考えたメニューです。卓磨さんのお父さんも作っている「赤ピーマン」。料理に加えるとい
ろどりがよくなり、食欲をそそられますね。

ケチャップ

○

自分で作るハンバーガー
パンに、ハンバーグパテをはさみ、
ケチャップをかけたら、ハンバー
ガーの完成です。

672kcal

きのことこまつなのソテー

○
地産地消デー
県内産、市内産の食材を多く使用
しています。


