
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

7 ちゅうかめん たまご　ぶたにく ちゅうかめん　さつまいも　　 にんにく　しょうが　にんじん　たまねぎ

金 チャンポンスープ ハム　なると あぶら　なまクリーム　バター もやし　きくらげ　キャベツ　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ 25.7g 18.8g

ハムコーンあえ ぎゅうにゅう ラーゆ　ごまあぶら　さとう きゅうり　コーン　あかピーマン 326mg 2.8g

11 ごはん にくだんご　とりにく　とうふ　ふ こめ　 にんじん　たまねぎ　ねぎ

火 にくだんご② わかめ　ぶたにく　いわし さとう こまつな　しいたけ 30.3g 22.3g

はなふのすましじる がんもどき　ぎゅうにゅう こくとう だいこん　こんにゃく 489mg 2.3g

12 テーブルロールパン たまご　ベーコン パン　ベシャメルソース　バター ほうれんそう　たまねぎ　

水 レンズまめともちむぎのキッシュ とりにく　スキムミルク　 レンズまめ　もちむぎ　ニョッキ にんじん　パセリ 23.6g 24.2g

ニョッキいりクリームスープ ぎゅうにゅう　ジョア あぶら　じゃがいも　しろいんげんまめ　 さやいんげん　コーン 839mg 2.5g

13 ごはん ほっけのたつたあげ　えいようだし こめ　あぶら　 にんじん　えのき　はくさい　かぶ

木 ほっけのたつたあげ あぶらあげ　とうふ　みそ　ぶたにく じゃがいも　 しいたけ　ちぢみこまつな　たまねぎ 27.7g 19.3g

ふゆやさいのみそしる なまあげ　ヨーグルト　ぎゅうにゅう　 さとう ねぎ　こんにゃく　さやいんげん 518mg 1.7g

14 キラリもちむぎごはん ぶたにく　スキムミルク こめ　キラリもちむぎ　 にんにく　しょうが　にんじん　たまねぎ

金 まめまめカレー チーズ　 あぶら　じゃがいも　ひよこまめ マッシュルーム　キャベツ　りんご 22.9g 18.9g

チーズサラダ ぎゅうにゅう カレールウ　ドレッシング ブロッコリー　あかピーマン　きゅうり　 363mg 1.8g

17 ごはん とりにく　たまご こめ　ごまあぶら にんにく　にんじん　しいたけ　えのき　にら

月 とりにくコチュジャンやき ぶたにく　 マロニー　でんぷん　あぶら コーン　チンゲンサイ　こまつな 27.9g 24.3g

レンホアタン ぎゅうにゅう ウエハース しょうが　たまねぎ　もやし　あかﾋﾟｰﾏﾝ　 589mg 2.1g

18 ごはん いか　ぶたにく　とりにく こめ　でんぷん　あぶら　 ねぎ　しょうが　にんにく　

火 いかなんばんづけ ひじき　だいず　みそ さとう　ごまあぶら　 にんじん　たまねぎ　コーン　 29.4g 19.9g

どさんこじる なまあげ　ぎゅうにゅう じゃがいも　ミルメーク こまつな　れんこん　こんにゃく 387mg 2.0g

19 ミルクロールパン だいず　ぶたにく　ぎゅうにく パン　パンこ　ごま　じゃがいも しょうが　マッシュルーム　りんご　にんにく

水 カラフルハンバーグ たまご　スキムミルク　 オリーブゆ　しろいんげんまめ たまねぎ　にんじん　セロリー　キャベツ 28.0g 27.3g

ミネストローネ ベーコン　ぎゅうにゅう さとう　マカロニ　マヨネーズ トマト　きゅうり　ピーマン　あかピーマン　きピーマン 361mg 2.1g

20 ごはん さわらのさいきょうやき こめ　ぼうもち にんじん　だいこん　こまつな　

木 さわらのさいきょうやき とりにく　あぶらあげ　なると あぶら　さといも ねぎ　しいたけ　れんこん 30.8g 20.2g

ぼうもちぞうにじる ぶたにく　ぎゅうにゅう さとう ごぼう　こんにゃく　さやいんげん 315mg 2.1g

21 こめこいりめん えび　いか　たまご こめこいりめん　さつまいも　 ごぼう　にんじん　たまねぎ　さやいんげん

金 えびのかきあげ ぶたにく　あぶらあげ てんぷらこ　ナタデココ　 しいたけ　だいこん　なめこ　えのき　 26.0g 14.7g

なめこおろしうどんじる ヨーグルト　ジョア さとう　あぶら　ゼリー　 こまつな　ねぎ　パイン　みかん　いちご 375mg 2.5g

24 ごはん さけ　えいようだし　 こめ　さとう　マヨネーズ たまねぎ　きピーマン　あかピーマン

月 さけとあかピーマンのちゃんちゃんやき ぶたにく　おしゃべりみそ バター　さといも　 キャベツ　ごぼう　にんじん　だいこん　 28.3g 21.6g

きせつのやさいと とんトンみそスープ みそ　ぎゅうにゅう らっかせい もやし　ねぎ　こまつな　ほうれんそう　 324mg 1.7g

25 ごはん キャベツメンチ　とりにく こめ　あぶら　　 にんじん　えのき　ねぎ

火 キャベツメンチ とうふ　あぶらあげ さとう はくさい　しいたけ　 23.6g 21.7g

ちゃんこじる さつまあげ　ぎゅうにゅう ごま だいこん 410mg 2.0g

26 はいがパン しろみざかなフライ　 パン　あぶら　じゃがいも たまねぎ　セロリー　にんじん

水 しろみざかなフライ だいず　ぶたにく　 キラリもちむぎ　ドレッシング キャベツ　ほうれんそう　ブロッコリー 25.7g 25.4g

スコッチブロス ぎゅうにゅう タルタルソース　いちごのフール カリフラワー　あかピーマン　コーン 375mg 2.4g

27 げんまいいりごはん ぎゅうにく　えいようだし こめ　はつがげんまい たまねぎ　こんにゃく　えのき

木 うまい！うまい！ぎゅうなべのぐ みそ　あぶらあげ さとう にんじん　だいこん　こんにゃく 24.8g 19.2g

さつまいものみそしる ちりめんじゃこ　ぎゅうにゅう さつまいも こまつな　ねぎ　 387mg 2.2g

28 ごはん さばみそに　とうふ こめ　あぶら　 たまねぎ　こまつな　ねぎ

金 さばのみそに なると　ぶたにく　 さとう　ごま だいこん　ごぼう　れんこん　 27.5g 21.7g

とうふとこまつなのすましじる くきわかめ　ぎゅうにゅう おさつスティック しいたけ　にんじん　 412mg 2.2g

31 ごはん とりにく　ぶたにく　 こめ　でんぷん しょうが　レモン　にんじん　しいたけ　

月 とりささみレモンソース とうふ　たまご ごまあぶら　はるさめ　 ザーサイ　チンゲンサイ　たまねぎ　 31.5g 21.1g

ザーサイとたまごのスープ ぎゅうにゅう あぶら　さとう にんにく　たけのこ　あかピーマン　にら 339mg 2.3g

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 27.1g

脂　　質　　  14～21g 脂　　質 21.2g

カルシウム　　  350mg カルシウム 425mg

塩　　分　  　   2.0g 塩　　分 2.2g★２１日のクイズの答え★
③給食・・・戦後、給食の再開を記念して定められました。
今年は給食の取組を紹介します。詳しくは、給食だよりで！

＊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。

　＊１月分の給食費の引き落としは、１月３１日（月）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。

〇 千葉県とゆかりのある国の料理を提
供します。１月は『イギリス』です。

650kcal

はなやさいサラダ

タルタルソース

〇

650kcal

きりぼしだいこんに

〇

二十日正月(はつかしょうがつ)
正月の終わりとなる節目の日。正月
飾りを外したり、おもちや正月料理を
食べつくし、正月の行事を締めくくりま
す。

646kcal

ちくぜんに

611kcal

おどる！？大匝瑳膳(地産地消デー)

匝瑳市の誕生日を祝おう！過去に
子ども達が考えたメニューや市内産
の食材を使った料理が登場します。

622mg

〇

666kcal

ポテトサラダ

〇

〇

どさんこは「北海道で生まれたもの」と
いう意味の言葉です。北海道が生産
量日本一のじゃがいも、人参、玉ね
ぎ、コーンなどが入っています。

691kcal

ひじきに

ミルメーク

ピーナッツあえ

〇
蓮花湯(レンホアタン)は、卵とコーン
の入った中華スープです。溶き卵が
蓮(はす)の花のように見えます。

667kcal

スタミナいため

ウエハース

〇

サラダに５ミリ角のチーズを入れまし
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。

652kcal

りんご

ヨーグルト

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。

667kcal

にくじゃがに

ジ

ョ
ア

キッシュにはレンズ豆が入っていま
す。日本ではあまりなじみのないレン
ズ豆ですが、インド料理やイタリア料
理、フランス料理ではポピュラーな食
材です。

650kcal

いんげんソテー

〇

679kcal

だいこんとがんものにもの

こくとうたづくり

〇

650kcal

スイートポテト

令和4年 予定献立表（小学校） 　匝瑳市学校給食センター
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牛
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お　も　な　材　料　と　そ　の　働　き
一　口　メ　モ

エネルギー

682kcal
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。

マーボーはるさめ

〇

〇

〇

ちりめんあえ

かみかみきんぴら

おさつスティック

新年の給食が始まりました。おせち料
理の定番「田作り」には、五穀豊穣の
願いがこめられています。給食では、
黒糖を砂糖衣にして提供します。

ジ

ョ
ア

☆食育クイズ☆
１月24～30日は全国学校○○週間。〇
〇に入る言葉は何？
①なわとび　②テスト　③給食

ももいろヨーグルトあえ

いちごのフール

「さけとあかピーマンのちゃんちゃんやき」は八日市場小学校６年福島友翔さんが考えてくれました。

おはなし給食
読書週間には、本にちなんだ料理を
給食で提供しています。１１月に登場
したこのメニュー覚えているかな？

かみかみ給食
虫歯予防や健康のために、『噛む』こ
とを意識した食材、料理を提供しま
す。

635kcal

649kcal

給食ワールドツアー


