
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

1 ごはん とりにく　みそ こめ　ごまあぶら　 しょうが　ねぎ　にんじん　

水 とりてりやき とうふ　あぶらあげ　ぶたにく　 ごま　さとう だいこん　えのきたけ　きぬさや　 21.2g 20.3g

とうふとわかめのみそしる わかめ　なまあげ　ぎゅうにゅう　 あぶら　さといも　 たまねぎ　こんにゃく　いんげん 347mg 1.8g

2 ごはん いか　にくだんご こめ　でんぷん　 レモン　にんじん　しいたけ　もやし　コーン

木 いかレモンソース ぶたにく あぶら　さとう　 チンゲンサイ にんにく しょうが れんこん たまねぎ　 22.5g 15.7g

にくだんごスープ ぎゅうにゅう マロニー　ごまあぶら きくらげ　ねぎ　ピーマン　あかピーマン 255mg 1.7g

3 うどん たまご　ぶたにく　　 うどん　さつまいも しいたけ　にんじん　えのきたけ

金 スイートポテト あぶらあげ　かまぼこ　 バター　なまクリーム ほうれんそう　ねぎ　キャベツ 17.7g 17.1g

おにたいじうどんじる ぎゅうにゅう さとう　ドレッシング　ごま しめじ　きゅうり　ごぼう 271mg 2.3g

6 ごはん さばみそに　ぎゅうにく こめ　さといも ごぼう　にんじん　だいこん　こんにゃく

月 さばみそに とりにく　ひじき　だいず あぶら　さとう しいたけ　しめじ　こまつな　 23.5g 20.1g

いもにじる なまあげ　ぎゅうにゅう ねぎ　れんこん　えだまめ 310mg 1.9g

7 キラリもちむぎごはん ぶたにく　あぶらあげ こめ　キラリもちむぎ ごぼう　こんにゃく　たまねぎ

火 ゆでらっかせい ちりめんじゃこ　 らっかせい しめじ　えのきたけ　グリンピース 23.1g 19.1g

ぶたどんのぐ ぎゅうにゅう さとう こまつな　にんじん 313mg 1.5g

8 テーブルロールパン ほきフライ パン　あぶら　マカロニ たまねぎ　にんじん

水 しろみざかなフライ ベーコン　とりにく しろいんげんまめ　じゃがいも　 はくさい　パセリ 21.6g 21.6g

しろいんげんまめとはくさいのシチュー ぎゅうにゅう ベシャメルソース　バター いんげん　コーン 470mg 1.8g

9 ごはん たまご　おしゃべりみそ こめ　ごまあぶら　 にんじん　えのきたけ

木 あつやきたまご なまあげ　みそ　えいようだし さとう　ごま キャベツ　こまつな　ねぎ　 19.6g 16.6g

なまあげのみそしる ぶたにく　ぎゅうにゅう でんぷん だいこん　はくさいキムチ 357mg 1.7g

10 げんまいいりごはん ぶたにく　とうふ こめ　はつがげんまい　あぶら にんにく　しょうが　しいたけ

金 マーボーどうふ ハム　たまご さとう　でんぷん にんじん　たけのこ　にら　 17.3g 13.6g

リャンバンサンスー ぎゅうにゅう はるさめ　ごまあぶら ねぎ　きゅうり　オレンジ 386mg 1.7g

13 ごはん さけ　みそ　とうふ こめ　マヨネーズ　でんぷん たまねぎ　にんじん　しいたけ

月 さけマヨネーズやき たまご　ぶたにく ごまあぶら　さとう　 はくさい　にら　ごぼう 23.0g 18.8g

かきたまじる ぎゅうにゅう ごま　ウエハース こんにゃく　いんげん 586mg 1.5g

14 ごはん ぶたにく こめ　コロッケ　あぶら　デミソース　 にんにく　にんじん　たまねぎ　エリンギ

火 ハートコロッケ ジョア ハヤシルウ　なまクリーム マッシュルーム　しめじ　トマト　 17.7g 18.9g

チョコハヤシ ココア　アーモンド　ドレッシング きゅうり　キャベツ　あかピーマン 338mg 1.5g

15 こくとうパン ベーコン　チーズ　　　 パン　じゃがいも　あぶら　バター たまねぎ　パセリ　にんにく　　

水 いろどりおまめのマヨネーズやき ウインナー　とりにく ひよこまめ あかいんげんまめ あおえんどう セロリー　にんじん　キャベツ　トマト　 20.6g 19.0g

ミネストローネ ぎゅうにゅう　にぼし マヨネーズ　オリーブゆ　マカロニ　 しめじ　あかピーマン　ブロッコリー 352mg 2.0g

16 ごはん とりにく　ぶたにく　おしゃべりみそ こめ　ごま しょうが ごぼう にんじん だいこん チンゲンサイ

木 とりからあげ あぶらあげ　とうふ　みそ　 でんぷん　あぶら こんにゃく　こまつな　ねぎ　たまねぎ 23.8g 21.0ｇ

とんじる ベーコン　ぎゅうにゅう さといも キャベツ　もやし　コーン　あかピーマン 300mg 1.7g

17 スパゲッティ ベーコン　とりにく　 スパゲッティ　あぶら　こめこ にんにく　にんじん　たまねぎ　マッシュルーム

金 チキンコーンクリームソース ひじき　ツナ　 ベシャメルソース　ごまあぶら しめじ　コーン　えだまめ　もやし 23.2g 16.3g

ツナとひじきのサラダ ぎゅうにゅう　 さとう　ドレッシング　ごま きゅうり　あかピーマン　レモン 313mg 1.6g

20 ごはん いわしうめに えいようだし こめ　 にんじん　だいこん　こまつな

月 いわしうめに みそ　やきどうふ さつまいも こんにゃく　ねぎ　しいたけ 23.6g 15.2g

さつまじる ぶたにく　ぎゅうにゅう さとう こんにゃく　はくさい　ねぎ 487mg 2.1g

21 ごはん とりにく　にくだんご　 こめ　でんぷん しょうが　にんじん　はくさい

火 ささみこうみあげ とうふ　あぶらあげ　ぶたにく ごま　じゃがいも えのきたけ　ねぎ　しいたけ 26.3g 17.0g

ちゃんこじる なまあげ　ぎゅうにゅう あぶら　さとう たまねぎ　こんにゃく　えだまめ 333mg 1.8g

22 ピタパン ぶたにく　だいず ピタパン　あぶら　じゃがいも にんにく　たまねぎ　にんじん　

水 チリコンカン とりにく　ウインナ－ ひよこまめ　さとう　オリーブゆ トマト　セロリー　キャベツ 22.5g 18.0ｇ

ポトフ ぎゅうにゅう　 マカロニ　ドレッシング　 かぶ　ブロッコリー　コーン　きゅうり 323mg 2.0g

24 キラリもちむぎごはん とりにく　だいず こめ　キラリもちむぎ　あぶら にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん

金 チキンとトマトのカレー チーズ　ぎゅうにゅう じゃがいも　カレールウ マッシュルーム　トマト　キャベツ 19.2g 14.5g

チーズサラダ ヨーグルト こめこ　ドレッシング ブロッコリー　あかピーマン　きゅうり 379mg 1.5g

27 ごはん かいせんしゅうまい　ぶたにく こめ　ごまあぶら　 にんじん　たまねぎ　キャベツ　はくさい

月 かいせんしゅうまい エビボール　みそ さとう　でんぷん ほうれんそう　にんにく　たけのこ　 19.6g 45.3g

エビボールスープ トウフカンス　ぎゅうにゅう きくらげ　ピーマン　もやし　コーン 290mg 2.2g

28 ごはん ぶたにく　たまご　　 こめ　こむぎこ　パンこ ごぼう　にんじん　だいこん

火 ソースカツ だいず　あぶらあげ　とうふ　 あぶら　さとう　さといも こまつな　こんにゃく　ねぎ 22.5g 15.2g

うちまめじる みそ　ぎゅうにゅう　 ごまあぶら　ごま もやし　あかピーマン　ほうれんそう 376mg 1.3g

基準栄養量 エネルギー　  490kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 499kcal

たんぱく質 　　15～24g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 21.5g

＊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。 脂　　質　　   10～16g 脂　　質 17.5g

カルシウム　　  290mg カルシウム 357mg

塩　　分　  　   1.5g 塩　　分 1.7g

トウフカンスーのオイスターソースいため

こっぱナムル（きりぼしだいこんのナムル）

〇

〇

463kcal

487kcal

499kcal

〇

463kcal

509kcal

れんこんは、食用に用いられる蓮（ハス）の地
下茎で、泥深い水田などで栽培されます。加
熱方法や切り方で異なる食感を味わうことが
できます。

474kcal

豆腐干絲（トウフカンスー）とは、豆腐に圧力
をかけて水分をぬき、乾燥させたものです。
中国の伝統食材で中華料理によく使用され
ています。

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！

サラダに入っている「枝豆」は、完熟する
と・・・大豆に変身！緑色の食品から赤色の
食品へと食品の仲間分けもかわります。

500kcal

すきやきに

526kcal

492kcal

いわし梅煮は、銚子漁港で水揚げされた「ウ
ルメイワシ」を使って作られます。脂のりがよ
く、ふっくらと仕上がります。

○ ２月は福井県です。打ち豆？こっぱ？不思議な
ネーミングの料理が登場します。詳しくは給食だ
よりをご覧ください。

ヨーグルト

ふりかけ

〇

チリコンカンは、メキシコ発祥の料理です。
ひき肉、玉ねぎ、トマトと豆を
煮込んだもので、トルティーヤ
などにはさんで食べられます。

マカロニサラダ

〇

531kcal

ジ

ョ
ア

やさいいため

アーモンドサラダ

「プカプカチョコレー島」というお話しに登場す
る「チョコハヤシ」。給食では、チョコレートと同
じ原料から作られるココアを加えて仕上げま
す。

536kcal

令和5年 予定献立表（ようちえん） 　匝瑳市学校給食センター
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お　も　な　材　料　と　そ　の　働　き
一　口　メ　モ

エネルギー

〇

486kcal

さといものそぼろに

れんこんのかふういため 〇

491kcal

ごぼうサラダ
☆節分献立☆　
うどん汁に鬼がかくれてる？！
モリモリ食べて、鬼たいじ☆

〇

　　　　　　　　☆お豆月間☆
２月は節分の豆まきにちなんで、料理に色々
な【豆】を使用します。探してみてね♪

519kcal

ひじきに

474kcal

〇

♪地産地消デー♪
市内産、県内産の食材を多く取り入れたメ
ニューです。落花生は市内産の『豆』を使用
しています。

500kcal

ちりめんあえ 〇

シチューの中には、【白いんげん豆】、ソテー
には【いんげん】が入っています。同じ「いんげ
ん」でも、見た目、味に違いがあります。比べ
てみましょう。

522kcal

いんげんソテー 〇

〇

〇

オレンジ

キムチは、韓国の伝統的な辛い漬物です。
煮物の具の大根には甘味があるのでキムチ
の辛さが抑えられ、食べやすくなります。

ウエハース

ぶたにくとだいこんのキムチに 〇

丈夫な歯やあごの発育のために、よく噛んで
食事をしましょう！

豆腐は代表的な大豆の加工品です。豆腐の
ほか、納豆、油揚げ、みそ、しょうゆなど、大
豆は色々な食材に変身します。

＊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。

　＊２月分の給食費の引き落としは、２月２８日（火）です。口座の確認をお願いします。

ごもくきんぴら

〇

528kcal

にくじゃがに

＊米は、市内産（１日から２４日は市内産有機米）を使用します。
　有機米は、あおぞら銀行様より寄付いただきました。

〇
彩りお豆のマヨネーズ焼きには、３色のお豆
が入っています。コンプリート出来ましたか？

488kcal

ブロッコリーソテー

〇

かみかみにぼし

牛乳も残さず
飲んでね～

日本一周！ぐるっとグルメ


