
令和 4 年 1月分 給食予定献立表 蓮田市（○○小学校）

日
曜
日

行
事
食
等

牛
乳 献　　立　　名

主　な　材　料　名
小学校3・4年

平均栄養量

熱や力になるもの 体をつくるもの 体の調子を整えるもの 調味料その他
エネルギー たんばく質

キロカロリー グラム

12 水
鏡
開
き

献
立

【乳】

七草ごはん 米　ごま

豚肉の香味揚げ 油　片栗粉

油揚げ　 にんじん　七草 だし昆布　みりん　塩　しょうゆ

666 27.7
白玉雑煮 白玉だんご　 鶏肉　なると 干しいたけ　にんじん　大根　白菜　小松菜 混合削り節　しょうゆ　塩

豚肉 にんにく　生姜 しょうゆ　酒

いよかんゼリー いよかんゼリー

13 木

【乳】

みそコーンラーメン  中華めん　　 ［小麦］ 中華めん

大根とほうれん草の塩ナムル ごま　ごま油　砂糖

650 24.1

　　　　　　　　　 みそコーンラーメン汁 油　ごま 豚肉　みそ にんじん　キャベツ　にら　とうもろこし 中華スープの素　酒　しょうゆ

長ねぎ　玉ねぎ ポークガラ

彩の国肉まん　　　　　　　　　　【小麦】 肉まん

大根　にんじん　ほうれん草　にんにく 中華スープの素　塩

14 金

【乳】

ごはん 米

666 25.2
みそおでん 砂糖　里いも ちくわ　昆布　はなみずきみそ 大根　こんにゃく　 混合削り節　しょうゆ　酒　みりん

魚のピリ辛焼き ごま油　ごま　砂糖 さば 長ねぎ　生姜　にんにく しょうゆ　酒　みりん　唐辛子

小松菜ともやしのおかかあえ 花かつお 小松菜　もやし 混合削り節　しょうゆ　みりん

17 月

【乳】

ごはん 米　

春雨サラダ 春雨　

630 26.1

マーボー大根 油　ごま油　片栗粉 豚肉 大根　にんじん　生姜　長ねぎ　にら　にんにく 甜麺醤　豆板醤　オイスターソース

酒　コンソメ　しょうゆ　

いかの生姜焼き いか 生姜　 酒　みりん　しょうゆ

にんじん　きゅうり　キャベツ ドレッシング（香りごま）

18 火

【乳】

ごはん 米

651 28.1

おっきりこみ（北関東地方）　　【小麦】 うどん 鶏肉　油揚げ ごぼう　にんじん　しめじ　干しいたけ 混合削り節　しょうゆ　塩　みりん

ほうれん草　白菜　長ねぎ

ツナの焼きさんが　　　　　　　　【小麦】 ごま　パン粉　砂糖 ツナ　はなみずきみそ ごぼう　長ねぎ　

じゃこ豆サラダ 大豆　ちりめんじゃこ えだ豆　キャベツ　にんじん　きゅうり ドレッシング（ごましょうゆ）

19 水

【乳】

きな粉揚げパン  　　　　 　　［乳 小麦］ コッペパン　油　砂糖

ヨーグルト　　　　　　　　　　  　［乳］

きな粉

673 27.1

ポークビーンズ　　　　　　　  　　 油　砂糖　じゃがいも 豚肉　豆乳クリーム　大豆 にんにく　玉ねぎ　にんじん　トマト ケチャップ　コンソメ　こしょう

塩　ワイン

ブロッコリーのサラダ ブロッコリー　キャベツ ドレッシング（バンバンジー）

ヨーグルト

20 木

【乳】

ごはん 米

674 25.8
豆腐のみそ汁 豆腐　みそ　油揚げ 玉ねぎ　にんじん　えのきたけ　小松菜 混合削り節　

肉巻きポテト 片栗粉　フライドポテト　砂糖  油 豚肉 酒　しょうゆ

切り干し大根と水菜のはりはり漬け 砂糖　ごま 切り干し大根　水菜 しょうゆ　酢

21 金

【乳】

パエリア　　　　　　　　　　  　【えび】 米　油

白菜のチャウダー　　　　　  　【乳 小麦】 油　じゃがいも　バター　小麦粉

鶏肉のバジル焼き オリーブ油

えび　いか　あさり 玉ねぎ　にんじん　ピーマン 酒　塩　コンソメ　トマトピューレ

650 29.5
ベーコン こしょう　ワイン　パプリカ

ベーコン　牛乳 玉ねぎ　にんじん　大根　しめじ　白菜　小松菜 スープストック　塩　こしょう

鶏肉 にんにく　バジル 塩　こしょう　酒

24 月

全
国
学
校
給
食

週
間
献
立

【乳】

ごはん 米　

645 27.6

呉汁（蓮田市郷土料理） じゃがいも 鶏肉　大豆　はなみずきみそ にんじん　大根　こんにゃく　長ねぎ　 混合削り節

鮭の塩こうじ焼き 鮭 塩こうじ　こしょう　

きんぴらごぼう ごま　砂糖　ごま油 ごぼう　にんじん　しらたき　さやいんげん みりん　しょうゆ　唐辛子

いもようかん いもようかん

25 火

【乳】

食パン　　　　  　   　　　　　【乳 小麦】 食パン

670 26.5
ロリエ

チョコクリーム　　　　　  　 　　　【乳】 チョコクリーム

ポトフ じゃがいも フランクフルト 玉ねぎ　にんじん　キャベツ　 ワイン　コンソメ　塩　こしょう

かぼちゃと豆乳のグラタン 油　米粉 豚肉　豆乳 かぼちゃ　玉ねぎ　しめじ　パセリ コンソメ　こしょう　塩　こしょう

温野菜サラダ 　〈はすベジレシピ〉 ごま　砂糖　オリーブ油 にんじん　大根　ブロッコリー 酢　しょうゆ　塩

26 水

【乳】

ごはん 米

鶏肉のせんべい焼き　         　 せんべい　マヨネーズ(ノンエッグ）
634 28.3

厚揚げのそぼろ煮 油　じゃがいも　片栗粉 豚肉　厚揚げ　 にんじん　大根　こんにゃく　さやいんげん 和風だし　しょうゆ　みりん　酒

鶏肉 こしょう　

小松菜のごまあえ ごま　砂糖 小松菜　にんじん　もやし　 みりん　酒　しょうゆ

27 木

【乳】

親子うどん　　   地粉うどん　     【小麦】 地粉うどん

野菜炒め 油
682 26.5

　　　　　　　   親子うどん汁　　  【卵】 砂糖　 鶏肉　油揚げ　鶏卵 にんじん　玉ねぎ　ほうれん草 混合削り節　しょうゆ　みりん

ベーコン にんじん　もやし　小松菜 塩　こしょう　しょうゆ

はなみずきケーキ　　　　　　　  【小麦】 油　砂糖　ごま　小麦粉　 はなみずきみそ　豆乳 ベーキングパウダー

28 金

【乳】

彩の国カレー    発芽玄米入りごはん 米　玄米

683 23.2

              　　  カレ－ルウ 　 【乳 小麦】 油　じゃがいも　カレールウ 豚肉　脱脂粉乳 にんにく　生姜　玉ねぎ　にんじん　大根 トマトピューレ　ソース

ほうれん草　

ほうれん草のキッシュ         【卵 乳 小麦】 タルトレットカップ ベーコン　鶏卵　牛乳　チーズ ほうれん草　 塩　こしょう

生クリーム

キャベツと水菜のサラダ キャベツ　水菜 ドレッシング（おろししょうゆ）

31 月

【乳】

大根めし 米　砂糖　油

きびなごフライ                         【小麦】 油

ぽんかん

油揚げ　鶏肉 大根　大根の葉 しょうゆ　和風だし

641 23.6

豚汁 油　じゃがいも 豚肉　豆腐　みそ ごぼう　にんじん　長ねぎ　小松菜 混合削り節　

きびなごフライ

マカロニサラダ                     　 【小麦】 マカロニ　マヨネーズ(ノンエッグ) にんじん　きゅうり　とうもろこし

　8～9歳（3・4年生） 650 26.0

ぽんかん

平　均　栄　養　量 658 26.4

10～11歳（5・6年生） 780 32.0
はすぴい

学校給食摂取基準

　6～7歳（1・2年生） 530 21.0●都合により食材が変更になる場合があります。ご了承ください。
●アレルギー表示について

・食品衛生法に基づいて「アレルギー表示義務７品目（鶏卵・乳・小麦・
えび・かに・そば・落花生）」について表示しています。

・コンタミネーション（原材料としては使用されていなくても、製造過程
で混入する恐れがある場合等）については、記載しておりません。

・調味料（しょうゆ、ドレッシング、加工食品に微量に含まれる調味料等）
については記載しておりませんので、微量摂取でアレルギー症状が出て
しまう方は、栄養士にご相談ください。

鶏肉のせんべい焼き 1/26（水）

<材料> 一人分 小学校中学年 <作り方>

鶏もも肉 40g ①鶏肉は、こしょう、マヨネーズ
こしょう 0.01g で30分以上、下味をつける。
マヨネーズ 7g ②せんべいは、細かく砕く。
せんべい 10g ③下味をつけた鶏肉に、せん

べいをしっかりつける。
④オーブンで、中までしっかり
火を通す。

おっきりこみ（北関東地方） 1/18（火）

・小麦粉で作った幅広の麺をみそまたは、
しょうゆベースのつゆで煮込んだものです。
・根菜類などと季節の野菜を切って、つゆ
で煮込みます。切り入れる、切り込むこと
から 「おっきりこみ」といわれるようになっ
たようです。
・「にぼうとう」ともいわれています。

はなみずきケーキ 1/27（木）

<材料> 一人分 小学校中学年 <作り方>

サラダ油 4ｇ ①小麦粉とベーキングパウダ－、すりごま、

砂糖 10g 炒りごまは、混ぜ合わせておく。

はなみずきみそ 0.6g ②砂糖、サラダ油、みそ、豆乳をよく合わせる。

ベーキングパウダー 2g ③②に①を少しづつ合わせて生地を作る。

白すりごま 1g ④紙カップに一人分の分量を入れて、180℃の

白炒りごま 0.5g オーブンで25分ほど焼く。

紙カップ（耐熱用） 1ヶ




