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血・肉・骨・歯になる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる
スパゲッティナポリタン ぎゅうにゅう　ベーコン パン　スパゲッティ　　 たまねぎ　にんじん　ピーマン 538 19.0 
ゆでやさいサラダ ハム　ヨーグルト オリーブオイル　ごまドレッシング マッシュルーム　にんにく　　 666 23.1 
ヨーグルト こまつな　キャベツ 852 28.3 
いわしのうめに ぎゅうにゅう　とうふ わかめごはん　さといも だいこん　ごぼう　ねぎ 585 25.0 
チキンとひじきのサラダ とりにく　ふくまめ（大豆） あぶら　さとう にんじん　こんにゃく　キャベツ 672 28.0 
けんちんじる　　　ふくまめ ひじき きゅうり　 870 34.0 
ウインナーのたまごまき ぎゅうにゅう　きなこ パン　あぶら　さとう もやし　ねぎ　にんじん 523 21.8 
ワンタンスープ ウインナーのたまごまき ワンタン　ごまあぶら ほうれんそう　キャベツ 620 25.4 
グリーンサラダ とりにく たまねぎドレッシング ブロッコリー　えだまめ 773 30.5 
にくじゃが ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　さとう　あぶら にんじん　たまねぎ　しらたき 519 18.8 
わかさぎフリッター幼小②中③ わかさぎフリッター ごま　じゃがいも グリンピース　ほうれんそう 631 22.8 
ごまあえ キャベツ 813 27.7 
ジャーチャンとうふ ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　さとう　ごまあぶら しょうが　にんにく　にんじん 551 23.2 
だいずもやしのナムル なまあげ　 かたくりこ　ナムルドレッシング しいたけ　たけのこ　ピーマン 677 27.9 
フルーツあんにんふうプリン フルーツあんにんふうプリン ねぎ　だいずもやし　こまつな　 882 35.0 
チーズオムレツ ぎゅうにゅう　チーズオムレツ パン　いちごジャム　あぶら にんじん　たまねぎ　キャベツ 503 20.6 
ブラウンシチュー ぶたにく　 じゃがいも　さとう 653 26.3 

いちごジャム キャベツサラダ イタリアンドレッシング 817 32.7 
さばのみそに ぎゅうにゅう　さば　とりにく ごはん　さといも　かたくりこ だいこん　にんじん　ねぎ 535 23.0 
のっぺいじる ちくわ　わかめ ごまあぶら　さとう こんにゃく　こまつな　キャベツ 606 24.9 
こまつなあえ とうもろこし 809 32.0 
さぬきうどんのしる ぎゅうにゅう　とりにく　なると うどん　こむぎこ　ごま ねぎ　にんじん　しょうが 513 21.5 
ちくわのいしがきあげ幼小②中③ あぶらあげ　わかめ　のり あぶら　 ほうれんそう　もやし 663 27.9 
いそかあえ ちくわ 837 35.1 
たまごスティック幼小②中③ ぎゅうにゅう 　たまご　いか すめし　あぶら　 ねぎ　にんじん　えのきたけ 525 24.2 
イカスティック幼①小②中③ シーチキン（きはだまぐろ） 616 26.1 

てまきのり シーチキンマヨネーズ　みそしる のり　とうふ　わかめ 824 34.4 
ハートがたﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ぎゅうにゅう　ハンバーグ ごはん　あぶら　さとう たまねぎ　にんじん　にんにく 557 22.3 
やさいコンソメスープ とりにく　ベーコン かたくりこ　チョコプリン マッシュルーム　グリンピース 646 25.7 
チョコプリン しょうが　キャベツ　こまつな 851 33.1 
しろはなまめコロッケ ぎゅうにゅう　ハム　ベーコン パン　あぶら　じゃがいも ほうれんそう　とうもろこし 547 18.6 
ほうれんそうソテー しろはなまめコロッケ にんじん　キャベツ　たまねぎ 649 21.3 
ポトフスープ 　 823 26.3 
ポークカレー ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　じゃがいも　あぶら　 たまねぎ　にんじん　にんにく 526 17.4 
ハムマリネ ハム さとう　レモンゼリー キャベツ　きゅうり 684 22.0 
レモンゼリー 883 27.3 
しろみざかなフリッター幼小②中③ ぎゅうにゅう　あさり パン　じゃがいも　あぶら たまねぎ　にんじん　キャベツ 558 18.0 
クラムチャウダー しろみざかな（タラ）　ベーコン こむぎこ　バター ブロッコリー　ピーマン 684 22.3 
イタリアンサラダ イタリアンドレッシング とうもろこし 898 28.6 
マーボードーフ ぎゅうにゅう　エビシューマイ ごはん　あぶら　ごまあぶら たまねぎ　にんじん　たけのこ 550 23.4 
えびしゅうまい幼小②中③ とうふ　ぶたにく　とりにく さとう　かたくりこ　はるさめ しいたけ　にら　しょうが　 636 26.7 
はるさめサラダ バンバンジードレッシング にんにく　キャベツ　もやし 817 32.2 
あじつきチキンカツ ぎゅうにゅう　チキンカツ ごはん　あぶら　さとう だいこん　にんじん　たまねぎ 571 20.7 
やさいわん なまあげ　 じゃがいも　ごま ねぎ　だいこんづけ　もやし 659 23.3 
たくあんあえ ほうれんそう 851 28.6 
チリビーンズ ぎゅうにゅう　だいず　ぶたにく パン　じゃがいも　きんときまめ たまねぎ　にんじん　トマト 462 17.5 
ポパイサラダ あぶら　ごまあぶら　ごま ほうれんそう　もやし 667 23.9 
いちごのムース いちごムース とうもろこし ― ―
やさいラーメンのスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく ちゅうかめん　あぶら　ごま キャベツ　もやし　にんじん 607 21.7 
はるまき はるまき　わかめ　のり しおドレッシング ねぎ　ほうれんそう　にんにく 675 24.3 
チョレギサラダ しょうが　 ― ―
モウカのたつたあげ ぎゅうにゅう　モウカザメ ごはん　あぶら　さといも こまつな　にんじん　とうもろこし 548 24.0 
こまつなのじゃこいため ちりめんじゃこ（かたくちいわし） ごぼう　ねぎ 638 27.1 
とんじる ぶたにく　とうふ　あぶらあげ 832 33.7 
やさいのきつねに ぎゅうにゅう　あぶらあげ　 ごはん　じゃがいも　さとう いんげん　にんじん　こんにゃく 549 23.0 
なっとう とりにく　なっとう　 あぶら　わふうドレッシング こまつな　キャベツ　とうもろこし 647 26.4 
こまツナサラダ シーチキン（きはだまぐろ） 850 33.2 

◇行事、欠食等については各校のおたよりでご確認をお願い致します。

献　　　　　　　　立 食　　品　　の　　働　　き

◇材料の入荷等の都合により、献立の一部が変更になる場合があります。ご了承下さい。

令和4年度 2月         　　献立予定表 秩父市立荒川共同調理場

日 曜
主　　食 お　　か　　ず ｋcal ｇ

1 水 ツイストパン 牛乳

2 木 わかめごはん 牛乳

3 金
きなこ

あげパン
牛乳

6 月 ごはん 牛乳

7 火 ごはん 牛乳

8 水
あつぎりしょくパン

牛乳

9 木 ごはん 牛乳

10 金 じごなうどん 牛乳

13 月
すめし

牛乳

14 火 チキンライス 牛乳

15 水 バターロール 牛乳

16 木 ごはん 牛乳

17 金
スクール

メロンパン
牛乳

20 月 ごはん 牛乳

21 火 ごはん 牛乳

22 水 はちみつパン 牛乳

24 金 ちゅうかめん 牛乳

27 月 ごはん 牛乳

28 火 ごはん 牛乳

給食は、2/2に節分献立を提供します。

2月3日


