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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
さばのみりんやき ぎゅうにゅう　さば ごはん　 はくさい　だいこん　ねぎ ― ―
ふゆやさいのみそしる あぶらあげ　のり にんじん　たまねぎ 653 27.7
いそかあえ ほうれんそう　もやし 839 33.6
しらたまぞうに ぎゅうにゅう　とりにく パン　しらたまだんご はくさい　こまつな　ねぎ ― ―
しろごまつくね②③ ツナ（まぐろ） わふうドレッシング にんじん　だいこん　ごぼう 668 28.1
ツナサラダ しろごまつくね しいたけ　キャベツ　ほうれんそう 869 35.9
あつあげのチャオサイ ぎゅうにゅう　あつあげ ごはん　さとう　あぶら キャベツ　たまねぎ　にんじん 524 20.9
ちゅうかサラダ ぶたにく　ハム　わかめ ちゅうかドレッシング しょうが　こまつな　 667 26.7
だいだいのムース ムース 862 33.2
とうにゅうコーンポタージュ ぎゅうにゅう　とうにゅう　 パン　あぶら　コーンスターチ とうもろこし　たまねぎ　しょうが 501 22.7
タンドリーチキン ベーコン　とりにく イタリアンドレッシング にんにく　きゅうり　ブロッコリー 684 30.3

しょくパン グリーンサラダ ヨーグルト マーガリン えだまめ 878 38.1
いわしのうめに ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　あぶら　さとう しょうが　ごぼう　にんじん 567 25.8
のっぺいじる いわし　とりにく　ちくわ さといも　かたくりこ たけのこ　グリンピース 673 29.6
いちごゼリー ゼリー だいこん　ねぎ　こんにゃく 860 36.6
きつねうどんのしる ぎゅうにゅう　あぶらあげ うどん　さとう　こむぎこ にんじん　しいたけ　たまねぎ 551 22.2
ちくわのいそべあげ①②② とりにく　ちくわ　あおのり あぶら こまつな　キャベツ　 688 30.0
おひたし ほうれんそう 814 34.9
キムチなべ ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　さとう　ごまあぶら はくさい　だいこん　にんじん 510 24.5
あつやきたまご たまご　とうふ ナムルドレッシング にら　しめじ　ねぎ　こまつな 618 29.1
だいずもやしのナムル だいずもやし 804 36.2
ぶたにくとさといものにもの ぎゅうにゅう　ぶたにく ごはん　あぶら　さとう だいこん　にんじん　ねぎ 528 23.7
なっとう なっとう　わかめ ごまあぶら　さといも こんにゃく　しょうが　こまつな 647 27.4

ごはん こまつなあえ キャベツ　とうもろこし 836 32.8
おっきりこみ ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　うどん　あぶら にんじん　ねぎ　ほうれんそう 515 22.3
たこやき②②③ あぶらあげ　たこ たまねぎドレッシング ごぼう　だいこん　キャベツ 671 29.3
ブロッコリーサラダ ブロッコリー 841 36.7
はっぽうさい ぎゅうにゅう　いか　えび ごはん　あぶら　かたくりこ はくさい　たまねぎ　にんじん 554 26.6
ポークシューマイ②②③ うずらのたまご　ハム ちゅうかドレッシング しいたけ　ねぎ　キャベツ　 669 31.6
はるさめサラダ ポークシューマイ　ぶたにく はるさめ もやし　しょうが 881 39.8

コーヒースラッピージョー ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　あぶら　こむぎこ にんにく　しょうが　たまねぎ 483 18.4
やさいコンソメスープ ベーコン　チーズ フライドポテト にんじん　キャベツ　ほうれんそう 676 24.8

スライス フライドポテト 857 30.7
すきやきふうに ぎゅうにゅう　ぎゅうにく ごはん　あぶら　さとう しらたき　にんじん　はくさい 501 22.3
たくあんあえ とうふ　 ごま　 たまねぎ　ねぎ　だいこん 629 28.0
ポンカン ほうれんそう　もやし　ポンカン 819 35.4
モウカのさいきょうあげ ぎゅうにゅう　ちりめんじゃこ ごはん　あぶら　ごま しゃくしな　ごぼう　だいこん 594 25.9
けんちんじる もうか　とうふ　ヨーグルト さといも にんじん　ねぎ　こんにゃく 670 28.7

ごはん ヨーグルト しいたけ　 891 36
ハンバーグデミソース ぎゅうにゅう　ハンバーグ パン　あぶら　さとう たまねぎ　セロリ　にんじん 501 20.8
コンソメスープカレーふうみ ベーコン マカロニ　わふうドレッシング キャベツ　ブロッコリー　 633 24.7
つぼみサラダ カリフラワー　とうもろこし 809 30.9
チキンカレー ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら たまねぎ　にんじん　にんにく 531 19.2
あわせるゼリー（ゆずゼリー） チーズ じゃがいも　ゼリー グリンピース　もも　みかん 695 24.5
チーズ パイン 900 29.8
しせんふうみそラーメンのスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく ちゅうかめん　あぶら キャベツ　もやし　にんじん 596 23.9
あげぎょうざ➁②③ ぎょうざ ごまあぶら　しおドレッシング ねぎ　　しょうが　にんにく 660 27.1
だいこんサラダ にら　だいこん　こまつな 822 32.8

◇行事、欠食等については各校のおたよりで確認をお願い致します。
※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もあります。ご了承下さい。

29 金 ホットちゅうかめん 牛乳

27 水 はちみつパン 牛乳

28 木 ごはん 牛乳

25 月 ごはん 牛乳

26 火 牛乳しゃくしな

21 木 ごはん 牛乳

22 金 こどもパン
牛乳

19 火 牛乳
はつがげんまいいり

20 水 ライスボール 牛乳

15 金 じごなうどん 牛乳

18 月 ごはん 牛乳

13 水 牛乳
ココアマーブル

14 木 そぼろごはん 牛乳

8 金 ツイストパン 牛乳

12 火 わかめごはん 牛乳

お　　か　　ず ｋcal ｇ

7 木 ごはん 牛乳

日 曜

献　　　　　　　　立 食　　品　　の　　働　　き

主　　食

令和2年度 1月         　　献立予定表 秩父市立荒川共同調理場

パンにはさん

でたべてね

おにぎり、塩さ

け、菜の漬物

明治22年の献立
日本の学校給食は、明治22年（1889年）に山形県の私立忠愛小学校で、貧しくて昼

食を用意できない子どものために、無償で提供されたのが始まりといわれています。

その後、戦争などで一時中断しましたが、第二次世界大戦後に再開されました。

現在の給食は、栄養バランスのよい食事で成長期にある子どもたちの健やかな成長

を支え、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけるために重要な役割を果

たしています。

１月24日から30日は全国学校給食週間です。学校給食は、成長期にある子どもたちの心身の健やかな成長、

発達を支え、望ましい食習慣と食に関する実践力を育みます。

日本の学校給食


