
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 ご飯 鶏肉　大豆　卵　油揚げ 米　パン粉 ねぎ　人参　しいたけ　しょうが　

水 松風焼き おしゃべりみそ　なると　豚肉 砂糖　ごま　　黒糖 大根　小松菜　 36.5g 20.4g

棒もち雑煮汁 牛乳　いわし 棒もち　ごま油 ごぼう　しらたき　いんげん 419mg 2.4g

7 キラリもち麦ご飯 春巻き　豚肉　大豆　豆腐 米　キラリもち麦　油　 にんにく　しょうが　しいたけ　人参

木 春巻き ハム　錦糸卵 砂糖　でん粉　ごま油 たけのこ　にら　ねぎ　　 27.9g 25.1g

麻婆豆腐 牛乳 ごま もやし　きゅうり　 489mg 2.9g

8 ご飯 いか　たこボール　豆腐　　 米　でん粉　油　砂糖 ねぎ　大根　人参　白菜　えのき

金 いか南蛮漬け 豚肉　生揚げ　 ごま油　じゃが芋　 ほうれん草　しいたけ　玉ねぎ 36.6g 22.7g

たこ団子汁 牛乳 だいだいのムース しらたき　グリンピース 360mg 2.7g

12 ご飯 鶏肉　おしゃべりみそ　チーズ 米　油　 しょうが　にんにく　人参　玉ねぎ

火 鶏みそチーズ焼き 豚肉　みそ　ひじき じゃが芋　砂糖　ごま油 コーン　小松菜　ごぼう　こんにゃく 36.4g 28.6g

どさんこ汁 さつま揚げ　牛乳 ハニーピーナッツ 枝豆 398mg 2.5g

13 はちみつパン エビカツ　鶏肉　牛乳 パン　油 人参　玉ねぎ　マッシュルーム

水 えびカツ スキムミルク　ベーコン 米粉　バター　 しめじ　コーン　白菜　　 35.1g 26.9g

白菜の米粉シチュー ヨーグルト じゃが芋　生クリーム ピーマン　赤ピーマン 637mg 3.5g

14 ご飯 サバ　おしゃべりみそ 米　ごま油 しょうが　にんにく　ねぎ　

木 さばピリ辛みそ焼き なると　卵　鶏肉　生揚げ ごま　砂糖 人参　玉ねぎ　しいたけ 32.4g 32.7g

かきたま汁 牛乳 でん粉　里芋 白菜　にら　こんにゃく　 330mg 3.0g

15 キラリもち麦ご飯 豚肉　厚焼き玉子 米　キラリもち麦 ごぼう　しらたき　玉ねぎ　しめじ

金 厚焼き玉子 かつお節 砂糖 えのき　グリーンピース　ほうれん草 37.2g 24.4g

豚丼の具 牛乳 人参　キャベツ　もやし　りんご 359mg 2.5g

18 ご飯 鮭　栄養だし　豆腐　みそ 米　油　 人参　大根　なめこ

月 鮭塩焼き おしゃべりみそ　わかめ　鶏肉 里芋　砂糖 小松菜　ねぎ 33.8g 23.5g

なめこ汁 ちくわ　牛乳 ミルメーク ごぼう　こんにゃく　れんこん　 415mg 3.5g

19 うどん 鶏肉　卵　あおのり うどん　天ぷら粉　油 しいたけ　人参　玉ねぎ　しめじ　　

火 ささみ磯辺天ぷら 豚肉　油揚げ カレールウ　砂糖　でん粉 ほうれん草　ねぎ 38.1g 28.3g

カレーうどん汁 ヨーグルト　牛乳 ゼリー　ナタデココ　原宿ドッグ　 パイン　みかん　いちご 673mg 3.6g

20 テーブルロールパン ほきアーモンドフライ パン　油 玉ねぎ　人参　マッシュルーム

水 ほきアーモンドフライ 豚肉 じゃが芋　マカロニ キャベツ　ほうれん草　コーン　しめじ 29.8g 31.7g

コンソメスープ 牛乳 マヨネーズ　はちみつマーガリン きゅうり　ごぼう　ポンカン 328mg 3.1g

21 ご飯 ぶり　おしゃべりみそ　みそ 米　ごま油 しょうが　ねぎ　人参　ごぼう

木 ぶり照り焼き 豚肉　焼き豆腐　 ごま　砂糖 大根　れんこん　しめじ　小松菜　 34.1g 24.3g

根菜ごまみそ汁 牛乳 里芋 えのき　しらたき　白菜　 383mg 2.7g

22 ご飯 野菜入りメンチカツ 米　油　オリーブ油 にんにく　人参　セロリー　玉ねぎ

金 野菜入りメンチカツ 鶏肉　豚肉 じゃが芋　 しめじ　えのき　小松菜　もやし 29.8g 28.2g

塩こうじスープ 牛乳 でん粉 にら　しょうが　 364mg 2.4g

25 ご飯 鶏肉　豚肉　豆腐 米　油　 人参　大根　ごぼう　こんにゃく　

月 鶏から揚げ 油揚げ　みそ　さつま揚げ じゃが芋　砂糖　ごま ねぎ　小松菜　しいたけ　 35.1g 23.3g

豚汁 牛乳 でん粉 切干大根　しょうが 414mg 2.7g

26 ご飯 あじ揚げ煮 米　マロニー 人参　しいたけ　白菜　もやし　コーン

火 あじ揚げ煮 鶏肉団子　豚肉 油　 チンゲンサイ　にんにく　玉ねぎ　 36.5g 22.7g

白菜と肉団子のスープ 牛乳 タマゴプリン エリンギ　赤ピーマン　ブロッコリー　 390mg 2.2g

27 ミルクロールパン 鶏肉　牛乳　ほたて パン　油　ベシャメルソース 玉ねぎ　マッシュルーム　コーン　ほうれん草

水 とうふのグラタン 豆腐　チーズ パン粉　オリーブ油　マカロニ にんにく　セロリー　人参　キャベツ　枝豆　トマト 34.6g 28.9g

ミネストローネ ベーコン じゃが芋　ドレッシング ブロッコリー　赤ピーマン　きゅうり　いよかん 595mg 3.5g

28 ご飯 赤魚　豆腐　油揚げ　みそ　 米　でん粉 しょうが　レモン　人参　かぶ　えのき　　

木 赤魚レモンソース 鶏肉 油　砂糖 玉ねぎ　ねぎ　しいたけ　ごぼう　 33.6g 25.4g

かぶのみそ汁 牛乳 里芋 れんこん　こんにゃく　枝豆 378mg 2.4g

29 玄米入りご飯 卵　牛肉　スキムミルク 米　発芽玄米　じゃが芋 にんにく　しょうが　玉ねぎ　人参

金 ゆでたまご ひじき　ツナ 油　カレールウ　ごま油 枝豆　もやし　きゅうり　赤ピーマン 34.2g 24.0g

ビーフカレー ジョア 砂糖　ドレッシング　ごま マッシュルーム　レモン 775mg 2.1g

基準栄養量 エネルギー　  830kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 834kcal

たんぱく質 　 26～41g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 34.2g

脂　　質　　  18～27g 脂　　質 25.9g

カルシウム　　  450mg カルシウム 453mg

塩　　分　  　   2.5g 塩　　分 2.8g

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。

832kcal

824kcal

835kcal

839kcal

筑前煮 ○
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エネルギー

令和3年 予定献立表（中学校）

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。

816kcal

五目きんぴら

〇

838kcal

中華風和え物

黒糖田作り

857kcal

肉じゃが煮

ハニーピーナッツ

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。

876kcal

ひじきの煮物

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。

862kcal

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。

850kcal

里芋と鶏肉の煮物

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。

837kcal

おかか和え

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。

800kcal

五目旨煮

805kcal

ポンカン

原宿ドッグ

〇

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。

850kcal

いちごヨーグルト和え

853kcal

スタミナ炒め

○

〇
食器・食具は、
もとのカゴに
もどしましょう

795kcal

ごぼうサラダ

はちみつマーガリン

824kcal

　＊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。

切干大根煮

○

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。

【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

○

ふりかけ

いよかん

＊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。

＊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。

すき焼き煮 ○

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。

タマゴプリン

〇

★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。

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。

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。

チーズサラダ

ツナとひじきのサラダ

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。

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。


