
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 中華めん ぎょうざ　豚肉　 中華めん　ラー油 にんにく　しょうが　人参　もやし

金 揚げぎょうざ なると　ハム ごま油　砂糖 玉ねぎ　きくらげ　キャベツ　チンゲン菜 32.2g 27.8g

チャンポンスープ 牛乳 油　レモンタルト　 きゅうり　コーン　赤ピーマン 509mg 3.8g

11 ごはん さわら西京焼き　とり肉 米　 人参　玉ねぎ　ねぎ

火 さわら西京焼き 豆腐　ふ　わかめ　豚肉 砂糖 小松菜　しいたけ 37.4g 23.4g

花ふのすまし汁 がんもどき　牛乳 ミルメーク 大根　こんにゃく 409mg 2.7g

12 テーブルロールパン チキンナゲット　 パン　油　じゃが芋 玉ねぎ　人参　パセリ

水 チキンナゲット② 鶏肉　スキムミルク　 ニョッキ　ベシャメルソース さやいんげん　コーン 30.6g 31.2g

ニョッキ入りクリームスープ ベーコン　牛乳 白いんげん豆　バター オレンジ 442mg 2.9g

13 ごはん 鶏肉　大豆　卵　おしゃべりみそ 米　パン粉 ねぎ　人参　しいたけ　しょうが

木 松風焼き 油揚げ　豆腐　みそ　 砂糖　ごま　黒糖 えのき　白菜　かぶ　ちぢみ小松菜 35.8g 20.5g

冬野菜のみそ汁 豚肉　生揚げ　いわし　牛乳 油　じゃが芋 玉ねぎ　こんにゃく　さやいんげん 530mg 2.5g

14 キラリもち麦ごはん 卵　豚肉　大豆 米　キラリもち麦　油 にんにく　しょうが　人参　玉ねぎ

金 ゆでたまご スキムミルク　チーズ じゃが芋　カレールウ マッシュルーム　キャベツ 34.5g 27.4g

まめまめカレー 牛乳 ひよこ豆　ドレッシング ブロッコリー　赤ピーマン　きゅうり　 409mg 2.2g

17 ごはん 鶏肉　 米　でん粉　油 しょうが　レモン　人参　しいたけ

月 鶏肉のレモンソース 豚肉　　 マロニー　砂糖　 えのき　コーン　チンゲン菜　小松菜 30.6g 23.2g

レンホアタン 卵　ジョア ごま油 玉ねぎ　もやし　にんにく　赤ピーマン　にら 713mg 2.3g

18 ごはん 鮭　みそ　豚肉 米　ごま油 しょうが　ねぎ　にんにく　人参

火 鮭の照り焼き 鶏肉　ひじき　大豆 砂糖　ごま　 玉ねぎ　コーン　小松菜 36.8g 24.1g

どさんこ汁 生揚げ　牛乳 油　じゃが芋 れんこん　こんにゃく 400mg 2.3g

19 ミルクロールパン ソーセージ パン　じゃが芋　 にんにく　セロリー　

水 ソーセージ ベーコン　大豆 オリーブ油　マカロニ 玉ねぎ　人参　トマト　 28.9g 36.5g

ミネストローネ 牛乳 白いんげん豆　マヨネーズ キャベツ　きゅうり　りんご 314mg 2.9g

20 ごはん ぶりの揚げ煮 米　油 人参　大根　小松菜　ねぎ

木 ぶり揚げ煮 鶏肉　油揚げ　なると 里芋　砂糖　 しいたけ　ごぼう　れんこん 33.2g 25..9

棒もち雑煮汁 豚肉　牛乳 棒もち こんにゃく　さやいんげん 349mg 2.5g

21 米粉入りめん かき揚げ 米粉入りめん　油 人参　しいたけ　大根　なめこ

金 かき揚げ 豚肉　油揚げ　 砂糖　ナタデココ　 えのき　小松菜　ねぎ　 29.9g 29.4g

なめこおろしうどん汁 ヨーグルト　牛乳 ゼリー　原宿ドッグ パイン　みかん　いちご 452mg 3.4g

24 ごはん いわし　栄養だし　 米　油　砂糖　 ごぼう　人参　大根

月 いわしのダイナマイト揚げ 豚肉　おしゃべりみそ ごま　里芋　 もやし　小松菜　ねぎ 31.6g 25.8g

季節の野菜と豚トンみそスープ みそ　牛乳 落花生 ほうれん草　キャベツ　赤ピーマン　 375mg 2.1g

25 ごはん 豚肉　牛肉　大豆　卵 米　パン粉　 玉ねぎ　しめじ　えのき　人参

火 和風ハンバーグ 鶏肉　豆腐　油揚げ でん粉　 白菜　ねぎ　しいたけ　大根　 38.7g 23.4g

ちゃんこ汁 さつま揚げ　牛乳 砂糖　ごま ピーマン　赤ピーマン　黄ピーマン 450mg 2.4g

26 胚芽パン たら　ベーコン　鶏肉 パン　油　じゃが芋　ﾊﾟﾝ粉 玉ねぎ　しめじ　セロリー　人参

水 たらとじゃが芋のグラタン スキムミルク　チーズ ベシャメルソース　キラリもち麦 キャベツ　ほうれん草　ブロッコリー 35.0g 26.7g

スコッチブロス 豚肉　大豆　牛乳 ドレッシング　いちごのフール カリフラワー　赤ピーマン　コーン 501mg 3.2g

27 玄米ごはん 牛肉　みそ　油揚げ 米　発芽玄米　 玉ねぎ　えのき

木 うまい！うまい！牛鍋の具 栄養だし 砂糖　 人参　大根　こんにゃく 30.1g 21.7g

さつま芋のみそ汁 ちりめんじゃこ　牛乳 さつま芋 小松菜　ねぎ　 419mg 2.6g

28 ごはん いか　豆腐 米　でん粉　油 ねぎ　玉ねぎ　小松菜

金 いか南蛮漬け なると　豚肉　 砂糖　ごま油　ごま 大根　ごぼう　れんこん　 34.0g 19.5g

豆腐と小松菜のすまし汁 くきわかめ　牛乳 おさつスティック しいたけ　人参　 425mg 2.5g

31 ごはん 鶏肉　豚肉　卵 米　ごま油 にんにく　人参　しいたけ　ザーサイ

月 鶏肉コチュジャン焼き 豆腐　牛乳 でん粉　油 チンゲン菜　しょうが　玉ねぎ　 34.1g 25.1g

ザーサイと卵のスープ ヨーグルト 春雨　砂糖 たけのこ　赤ピーマン　にら 461mg 2.6g

基準栄養量 エネルギー　  830kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 835kcal

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 33.3g

脂　　質　　  18～27g 脂　　質 25.7g

カルシウム　　  450mg カルシウム 447mg

塩　　分　  　   2.5g 塩　　分 2.7g

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。

ちりめん和え

桃色ヨーグルト和え

原宿ドッグ

〇

☆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

いちごのフール

麻婆春雨

花野菜サラダ 〇

〇

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。

ピーナッツ和え

〇

＊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。

★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！

842kcal

843kcal

切干大根煮

〇

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。

812kcal

ポテトサラダ

りんご

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。

853kcal

筑前煮

ふりかけ

〇

ケチャップ 834kcal

スタミナ炒め

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。

825kcal

ひじき煮

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。

黒糖田作り

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。

876kcal

チーズサラダ

845kcal

大根とがんもの煮物

ミルメーク

〇

シチューの具が、食缶の
底に沈んでいます。
よく混ぜながら、均等に
盛りつけましょう。

834kcal

んげんソテー

オレンジ

レモンタルト

肉じゃが煮
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令和4年 予定献立表（中学校）

ハムコーン和え

〇

〇

ヨーグルト

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。

827kcal

〇

838kcal

814kcal

824kcal

806kcal

863kcal

かみかみきんぴら

おさつスティック

〇

〇

812kcal

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。

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。
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給食ワールドツアー


