
エネルギー たんぱくしつ

木

☆給食のない日については、各学校のおたよりで確認してください。

※ちくわの磯辺揚げ：１・２年生１コ、３～６年生２コ。

☆物資の都合により給食献立の内容が変更になることがありますが、ご了承ください。　　

678 26.4あわせるゼリー（ゆずゼリー） じゃがいも　さとう いか　えび　 しょうが　

チーズ あぶら　ゼリー チーズ かんづめ（みかん・パイン・りんご）

キャベツ　アスパラ　ブロッコリー　えだまめ

29 金 ごはん 牛　乳

シーフードカレー ごはん ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん　にんにく

コーン　たまねぎ　にんじん

680 29.5タンドリーチキン マーガリン　あぶら　 ベーコン　とうにゅう たまねぎ　にんにく　しょうが

グリーンサラダ（イタリアンドレッシング） とりにく

28
ココアマーブル
しょくパン

牛　乳

とうにゅうコーンポタージュ パン　こめこ　 ぎゅうにゅう

678 26.8あげギョウザ② あぶら　　こむぎこ ぶたにく　とりにく コーン　にんにく　しょうが

だいこんサラダ（しおドレッシング） ごま だいこん　こまつな　

もうか　ヨーグルト しいたけ

27 水 ちゅうかめん 牛　乳

みそラーメン ちゅうかめん ぎゅうにゅう にら　もやし　キャベツ　にんじん

ぎゅうにゅう しゃくしな　にんじん　だいこん

633 27.4もうかのみそたつたあげ ごま　ごまあぶら ちりめんじゃこ　あぶらあげ ごぼう　ねぎ　こんにゃく　しめじ

ヨーグルト さといも　あぶら

26 火 しゃくしなごはん 牛　乳

けんちんじる ごはん

655 30.4ポークしゅうまい② はるさめ ぶたにく　いか　えび いんげん　しょうが　しいたけ　たけのこ

はるさめサラダ（ちゅうかドレッシング） ごま うずらのたまご　 こまつな　もやし　

とうふ　 もやし　キャベツ　ほうれんそう　みかん

25 月 ごはん 牛　乳

はっぽうさい ごはん　あぶら　 ぎゅうにゅう にんじん　ねぎ　キャベツ　たまねぎ

ぎゅうにゅう　 ねぎ　しらたき　にんじん

625 25.5たくあんあえ じゃがいも　さとう ぎゅうにく チンゲンサイ　だいこん

みかん あぶら

22 金 ごはん 牛　乳

すきやきふうに ごはん　

628 24.2ハンバーグオニオンソース さとう とりにく　ぶたにく カリフラワー　ブロッコリー

つぼみサラダ（ノンエッグマヨネーズ） ノンエッグマヨネーズ コーン

わかめ　ちくわ　あおのり

21 木
こどもパン
スライス

牛　乳

コンソメスープ パン　じゃがいも ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ　キャベツ

ぎゅうにゅう　 にんじん　ねぎ　しいたけ

690 30.1ちくわのいそべあげ①②※ さとう　あぶら あぶらあげ　とりにく キャベツ　ほうれんそう

おひたし こむぎこ　かたくりこ

20 水 じごなうどん 牛　乳

きつねうどん じごなうどん

655 25.1プレーンオムレツ じゃがいも　あぶら とりにく　たまご キャベツ　コーン

コールスローサラダ（コーンドレッシング） こむぎこ　バター　

たまご だいずもやし　こまつな

19 火 あつぎりしょくパン
いちごジャム

コーヒー
牛乳

ホワイトシチュー パン　ジャム ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん

ぎゅうにゅう はくさい　だいこん　にんじん

618 27.8あつやきたまご さとう ぶたにく　とうふ ねぎ　にら　しめじ

だいずもやしナムル ごまあぶら　　ごま

18 月 ごはん 牛　乳

キムチなべ ごはん

662 29.7いわしのうめに あぶら　さといも ぶたにく　あぶらあげ こんにゃく　だいこん　ねぎ

いちごゼリー かたくりこ　ゼリー とりにく　いわし いちご

たこ　いか　たちうお　 ブロッコリー　キャベツ

15 金 そぼろごはん 牛　乳

のっぺいじる ごはん　さとう ぎゅうにゅう しょうが　にんじん　ごぼう　たけのこ

ぎゅうにゅう ごぼう　にんじん　はくさい　だいこん

624 28.0たこナゲット② ほうとうめん　 ぶたにく ねぎ　しいたけ　しめじ　

ブロッコリーサラダ（たまねぎドレッシング） あぶら　

14 木
ライスボール
（こめこパン）

牛　乳

おっきりこみうどん パン

634 26.4なっとう さといも　さとう ぶたにく　 こんにゃく　しょうが

こまつなあえ あぶら　 なっとう（だいず） こまつな　もやし　キャベツ　コーン

プリン（とうにゅう）

13 水
はつがげんまい
いりごはん

牛　乳

ぶたにくとさといものにもの ごはん ぎゅうにゅう だいこん　にんじん　ねぎ

ぎゅうにゅう キャベツ　たまねぎ　にんじん

612 23.4ちゅうかサラダ（ちゅうかドレッシング） あぶら　さとう あつあげ　ぶたにく しょうが　もやし　こまつな

プリン かたくりこ

12 火 わかめごはん 牛　乳

あつあげのチャオサイ ごはん

635 26.9さばのみりんやき さとう あぶらあげ　　さば ねぎ　ほうれんそう　キャベツ

いそかあえ のり もやし

まぐろ キャベツ　もやし

8 金 ごはん 牛　乳

ふゆやさいのみそしる ごはん ぎゅうにゅう　 はくさい　だいこん　にんじん

ぎゅうにゅう　 だいこん　はくさい　ごぼう　にんじん

656 24.5しろごまつくね② あぶら とりにく　ごま ねぎ　こまつな　しいたけ　

ツナサラダ（わふうドレッシング）

7 木 ツイストパン 牛　乳

しらたまぞうに パン　しらたま　

からだの調子
ちょうし

をととのえる
kcal ｇ

食品
しょくひん

（きいろ） 食品
しょくひん

（あか） 食品
しょくひん

（みどり）

１月学校給食献立表

令和２年度 秩父第一小学校共同調理場
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知っていますか？鏡もち
鏡開きとは、お供え

した鏡もちを下げて食

べる年中行事です。お

供えしたもちには、神

様が宿っているので刃

物で切らずに木づちや

手などで小さく割りま

す。割ったもちは、お

汁粉やぜんざいなどに

して食べましょう。

１月11日は鏡開きの日
鏡もちとは、古代の
鏡の形に似せて、丸く
平たくつくられている
といわれています。も
ちの上に飾っている
「だいだい」には、家
が代だい続くようにと
いう願いが込められて
います。飾るものや飾
り方は、地域や家庭
によってさまざまです。


