
1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

6 ごはん あじみそフライ　とりにく こめ　あぶら しいたけ　にんじん　だいこん

水 あじみそフライ あぶらあげ　なると　ぶたにく ぼうもち　ごまあぶら　 ねぎ　こまつな　 27.9g 22.5g

ぼうもちぞうにじる ぎゅうにゅう　いわし　 さとう　ごま　こくとう ごぼう　しらたき　いんげん 497mg 2.0g

7 キラリもちむぎごはん かいせんしゅうまい　ぶたにく こめ　キラリもちむぎ にんにく　しょうが　しいたけ　にんじん

木 かいせんしゅうまい② だいず　とうふ　ハム　きんしたまご あぶら　さとう　でんぷん たけのこ　にら　ねぎ 25.7g 20.8g

マーボーどうふ ぎゅうにゅう ごまあぶら　ごま もやし　きゅうり　 450mg 2.7g

8 ごはん まつかぜやき　たこボール こめ　あぶら だいこん　にんじん　はくさい　えのき　

金 まつかぜやき とうふ　ぶたにく　なまあげ　 じゃがいも　さとう ほうれんそう　ねぎ　しいたけ 27.8g 16.4g

たこだんごじる ぎゅうにゅう だいだいのムース たまねぎ　しらたき　グリンピース 345mg 2.3g

12 ごはん やさいいりメンチカツ　ぶたにく こめ　あぶら しょうが　にんにく　にんじん　たまねぎ　

火 やさいいりメンチカツ みそ　とりにく　ひじき　さつまあげ　 じゃがいも　ごまあぶら コーン　こまつな　ごぼう　こんにゃく　 21.7g 19.1g

どさんこじる ぎゅうにゅう さとう えだまめ 356mg 1.9g

13 はちみつパン たまご　ウインナー　チーズ パン　あぶら にんにく　たまねぎ　ピーマン　きピーマン

水 ピザエッグ とりにく　ぎゅうにゅう　スキムミルク　こめこ　バター あかピーマン　にんじん　マッシュルーム 27.1g 18.0g

はくさいのこめこシチュー ベーコン　ジョア じゃがいも　なまクリーム しめじ　コーン　はくさい　りんご　 862mg 2.6g

14 ごはん さばみそに　なると　たまご こめ　でんぷん　 にんじん　たまねぎ　しいたけ

木 さばみそに とりにく　なまあげ　 さといも　さとう はくさい　にら 27.4g 25.2g

かきたまじる ぎゅうにゅう　 ねぎ　こんにゃく 320mg 2.5g

15 キラリもちむぎごはん ぶたにく こめ　キラリもちむぎ ごぼう　しらたき　たまねぎ　しめじ

金 フライドスィートポテト かつおぶし さつまいも　あぶら えのき　グリンピース　ほうれんそう　 28.0g 23.2g

ぶたどんのぐ ぎゅうにゅう さとう にんじん　キャベツ　もやし 346mg 1.8g

18 ごはん とりにく　えいようだし　とうふ　みそ こめ　ごま　でんぷん　 しょうが　にんじん　だいこん　なめこ

月 とりからあげ おしゃべりみそ　わかめ　ちくわ　 あぶら　さといも　さとう こまつな　ねぎ　ごぼう 28.0g 21.4g

なめこじる ぎゅうにゅう ミルメーク こんにゃく　れんこん 388mg 2.6g

19 うどん ベーコン　チーズ　たまご うどん　じゃがいも　あぶら　ひよこまめ たまねぎ　えだまめ　コーン　パセリ　

火 ポテトとおまめのマヨネーズやき あおのり　ぶたにく　あぶらあげ マヨネーズ　てんぷらこ　カレールウ しいたけ　にんじん　ほうれんそう 26.2g 23.5g

カレーうどんじる ヨーグルト　ぎゅうにゅう さとう　でんぷん　ゼリー　ナタデココ しめじ　ねぎ　パイン　みかん　いちご　 433mg 3.1g

20 テーブルロールパン だいず　ぶたにく　ぎゅうにく パン　パンこ　さとう たまねぎ　りんご　にんじん

水 だいずひじきハンバーグ ひじき　スキムミルク　たまご じゃがいも　マカロニ　 マッシュルーム　キャベツ　ほうれんそう　 28.4g 27.1g

コンソメスープ ぎゅうにゅう マヨネーズ　はちみつマーガリン コーン　しめじ　きゅうり　ごぼう　ポンカン 348mg 2.5g

21 ごはん いか　みそ こめ　でんぷん レモン　にんじん　ごぼう　だいこん

木 いかレモンソース ぶたにく　やきどうふ あぶら　さとう れんこん　しめじ　こまつな　ねぎ 28.1g 19.0g

こんさいごまみそしる ぎゅうにゅう さといも　ごま えのき　しらたき　はくさい 355mg 2.3g

22 ごはん とりにく　みそ　 こめ　ごまあぶら　あぶら しょうが　ねぎ　にんにく　にんじん　

金 とりてりやき ぶたにく ごま　さとう　オリーブゆ セロリー　たまねぎ　しめじ　えのき　 30.9g 23.1g

しおこうじスープ ぎゅうにゅう　ヨーグルト じゃがいも　でんぷん もやし　にら　こまつな 383mg 2.4g

25 ごはん さけ　ぶたにく　とうふ こめ　さとう にんじん　だいこん　ごぼう　こんにゃく　

月 さけしおやき あぶらあげ　みそ じゃがいも ねぎ　こまつな　しいたけ　　 30.1g 20.3g

とんじる さつまあげ　ぎゅうにゅう ごま　こくとうビーンズ きりぼしだいこん　 386mg 2.6g

26 ごはん とりにく　たまご　みそ こめ　こむぎこ　 にんじん　しいたけ　はくさい　もやし

火 チキンみそカツ とりにくだんご　ぶたにく パンこ　あぶら コーン　チンゲンサイ　にんにく　たまねぎ 31.1g 22.6g

はくさいとにくだんごのスープ ぎゅうにゅう さとう　ごま　マロニー エリンギ　あかピーマン　ブロッコリー 309mg 2.1g

27 ミルクロールパン エビカツ　ベーコン　 パン　あぶら　オリーブゆ にんにく　セロリー　たまねぎ　にんじん

水 エビカツ チーズ じゃがいも　マカロニ　 キャベツ　えだまめ　トマト　ブロッコリー　 25.7g 24.5g

ミネストローネ ぎゅうにゅう ドレッシング　さつまポテト あかピーマン　きゅうり 451mg 2.8g

28 ごはん ぶり　おしゃべりみそ　とうふ こめ　ごまあぶら　 しょうが　ねぎ　にんじん　かぶ　　

木 ぶりてりやき あぶらあげ　みそ　とりにく ごま　さとう えのき　たまねぎ　しいたけ　ごぼう 28.1g 23.5g

かぶのみそしる ぎゅうにゅう あぶら　さといも れんこん　こんにゃく　えだまめ 349mg 2.1g

29 げんまいいりごはん ぎゅうにく　スキムミルク こめ　はつがげんまい　あぶら にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん　

金 ビーフカレー ひじき　ツナ じゃがいも　カレールウ　ごま えだまめ　もやし　きゅうり　あかピーマン 25.0g 22.6g

ツナとひじきのサラダ ぎゅうにゅう ごまあぶら　さとう　ドレッシング　マッシュルーム　レモン　いよかん 321mg 1.7g

基準栄養量 エネルギー　  650kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 656kcal

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 27.4g

脂　　質　　  14～21g 脂　　質 21.9g

カルシウム　　  350mg カルシウム 405mg

塩　　分　  　   2.0g 塩　　分 2.4g

　＊１月分の給食費の引き落としは、１月２５日（月）です。口座の確認をお願いします。

ヨーグルト

スタミナいため

〇

根菜ごまみそ汁は、いつものみそ
汁の仕上げに白すりごまを入れ、
香りよく仕上げています。ご家庭で
もぜひお試しください。
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エネルギー

こくとうたづくり

〇

新年の給食がスタートします。匝
瑳市産の棒もちを使った雑煮汁、
千葉県産の煮干しに黒糖をからめ
た田作りのお正月メニューです。

673kcal

ごもくきんぴら

だいだいのムース

〇

619kcal

にくじゃがに

○

678kcal

ちゅうかふうあえもの

〇

ちぢみ小松菜は匝瑳市内で生産
されたもので、一般的な小松菜よ
り葉がちぢれ、色が濃くなっていま
す。

615kcal

ひじきのにもの

りんご
ジ

ョ
ア

今日のシチューは千葉県産の米
粉でとろみをつけています。ホワイト
ルウを使用していないので、ヘル
シーでさっぱりとしたシチューです。

615kcal

ジャーマンポテト

〇

「蛋白質（たんぱくしつ）」の蛋は卵
という意味で、卵白にたんぱく質が
多く含まれるため、このような漢字
を書きます。

632kcal

さといもととりにくのにもの

〇

キラリもち麦は、給食センターの
近くの畑で収穫されたものです。
もち麦より大きく黄色い粒が
特徴です。

704kcal

おかかあえ

ミルメーク

○
わかめのぬめりは食物せんいによ
るもので、おなかの調子を整える
働きがあります。

662kcal

ごもくうまに

631kcal

★地産地消デー★
千葉県や匝瑳市でとれた食材を
たくさん使った地産地消の給食で
す。

686mg

○

寒くなると水が冷たくなり、
手洗いがおろそかに
なりがちです。
ていねいに洗いましょう。

679kcal

いちごヨーグルトあえ

〇

ポンカン

○

今日は手作りのハンバーグです。
ひじき、大豆、スキムミルクなど、
成長期のみなさんに食べてもらい
たい食品を使用しています。

676kcal

ごぼうサラダ

はちみつマーガリン

こくとうビーンズ

○

学校給食週間（1月24日～30日）
学校給食は明治22年に山形県鶴
岡市の小学校で、おにぎり、塩鮭、
漬物という献立で始まりました。

632kcal

きりぼしだいこんに

＊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。

ふりかけ

○

ブロッコリーは、冬が旬の野菜で、
ビタミンＣが多く、レモン果汁の約２
倍、じゃがいもの７倍も含まれてい
ます。

674kcal

ブロッコリーソテー

サラダに５ミリ角のチーズを入れて
みました。料理に乳製品を使うこと
で、成長期に不足しがちなカルシ
ウムを補うことができます。

【クイズ】春の七草のうち、かぶはど
れ？
①ほとけのざ
②すずな　　　　③すずしろ

カレーに使用する牛肉は、コロナウイル
ス感染拡大により、消費が落ち込んだ
国産牛肉を、学校給食に振る舞う事
業により無償で提供していただいたも
のです。

かがみもちには、みかんの仲間の
「だいだい」をかざります。代々家が
栄えるようにと願う意味がありま
す。

２８日の答え：②すずなとは、かぶのことです。春の七草は、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな（かぶ）、すずしろ（だいこん）です。

＊栄養だしは、県内産いわし、かつおを燻して粉末にした「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。


