
エネルギー たんぱくしつ

☆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。

☆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。

※ねぎ塩まんじゅう・ちくわの石垣揚げ
　　かまぼこのみりん焼き：１・２年生１コ、３～６年生２コ。

ぎゅうにゅう　とりにく にんじん　たまねご　ねぎ　コーン

613 24.3ビビンバのぐ あぶら　ごまあぶら たまご　ぶたにく しょうが　にんにく　だいずもやし　

わかさぎフライ② ごま　こむぎこ わかさぎ ほうれんそう　　だいこん

アスパラ　ブロッコリー　えだまめ　

26 金 ごはん 牛　乳
ちゅうかコーンスープ ごはん　かたくりこ

25 木

ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　にんじん　ピーマン

694 27.3アンサンブルエッグ あぶら　 たまご　チーズ にんにく　しょうが　トマト　　キャベツ

グリーンサラダ（イタリアンドレッシング）

バターロール
コーヒー
牛乳

ペンネのトマトソース パン　ペンネ

679 23.4はるまき あぶら　こむぎこ はるまき　わかめ しょうが　にんにく　こんにゃく

こまつな　コーン

さば

ぎゅうにゅう　ぶたにく もやし　キャベツ　ねぎ　にんじん

24 水 ちゅうかめん 牛　乳
しょうゆラーメン ちゅうかめん

ちちぶこんにゃくサラダ（わふうドレッシング）

ぎゅうにゅう　ぶたにく だいこん　ごぼう　ねぎ

696 30.4さばのしょうがに ごまあぶら あぶらあげ　 にんじん　ほうれんそう　キャベツ

ごまあえ ごま

22 月 なめし 牛　乳
とんじる　 ごはん　さといも

664 28.0しろみざかなフリッター② こむぎこ　ごま かまぼこ　ホキ しらたき　こまつな　キャベツ

しおこんぶあえ こんぶ　

ブロッコリー　カリフラワー　キャベツ

19 金 ごはん 牛　乳

ぎゅうどんのぐ ごはん　あぶら　さとう ぎゅうにゅう　ぎゅうにく たまねぎ　にんじん　いんげん

ぎゅうにゅう　ハム かぼちゃ　つるくびかぼちゃ　たまねぎ

685 29.1とりにくのバーベキューソースやき あぶら　さとう とりにく にんじん　パセリ　トマト　にんにく　りんご

ゆでやさいサラダ（たまねぎドレッシング）

18 木 フラワーロール 牛　乳

つるくびかぼちゃいりポタージュ パン　こむぎこ　バター

639 23.3チーズはんぺんフライ ごま　ごまあぶら　 わかめ　とうふ　　チーズ にんじん　キャベツ　ねぎ

げんきヨーグルト こむぎこ　 はんぺん　ヨーグルト

ウインナー　たまご カリフラワー　ブロッコリー

17 水 キムたくごはん 牛　乳
わかめスープ ごはん　あぶら　 ぎゅうにゅう　ぶたにく たくあん　はくさいキムチ　

ぎゅうにゅう　きなこ にんじん　たまねご　キャベツ

692 26.4ウインナーのたまごまき さとう　　じゃがいも ベーコン　 にんにく　パセリ　トマト　

はなやさいサラダ（イタリアンドレッシング）

16 火 きなこあげパン 牛　乳

ミネストローネ パン　あぶら

679 29.6かまぼこのみりんやき①②※ さとう　あぶら かまぼこ　 こまつな　もやし　キャベツ　コーン

こまつなあえ

チョコプリン（とうにゅう）

15 月 ごはん 牛　乳
じゃがいものカレーに ごはん　じゃがいも ぎゅうにゅう　ぶたにく たまねぎ　にんじん　いんげん

ぎゅうにゅう　えび たまねぎ　にんじん　パセリ

624 27.9ハートのハンバーグてりやきソース はるさめ　ごまあぶら とりにく　ぶたにく ほうれんそう　

チョコプリン さとう　かたくりこ　

12 金 エビピラフ 牛　乳
はるさめスープ ごはん　バター　あぶら

698 30.6ちくわのいしがきあげ①②※ こむぎこ　ごま かまぼこ　ちくわ しょうが　ほうれんそう　キャベツ

いそかあえ あぶら のり もやし

もやし　キャベツ　ほうれんそう

10 水 じごなうどん 牛　乳
にくうどん じごなうどん ぎゅうにゅう　ぶたにく にんじん　こまつな　ねぎ　しいたけ

ぎゅうにゅう　あぶらあげ たまねぎ　にんじん　いんげん

665 29.6とりにくのスパイシーからあげ かたくりこ　あぶら　 とりにく　 にんにく　しょうが

たくあんあえ

9 火 ごはん 牛　乳
じゃがいものみそしる ごはん　じゃがいも

666 27.1ねぎしおまんじゅう①②※ ごまあぶら ぶたにく　 にんじん　にら　ねぎ　にんにく　しょうが

だいずもやしナムル（かんこくナムルﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ） かたくりこ　こむぎこ だいずもやし　こまつな

チーズ コーン　

8 月 ごはん 牛　乳
マーボーどうふ ごはん　あぶら　さとう ぎゅうにゅう　とうふ たけのこ　しいたけ　たまねぎ

ぎゅうにゅう　 たまねぎ　にんじん　にんにく

680 24.1チーズサラダ（たまねぎドレッシング） あぶら ぶたにく しょうが　トマト　キャベツ

ふくじんづけ

5 金 ごはん 牛　乳
ポークカレー ごはん　じゃがいも

636 23.2しろみざかなのバジルフライ じゃがいも　こむぎこ ベーコン コーン　ほうれんそう

ほうれんそうソテー　　 あぶら しろみざかな（ホキ）

いか　たまご　だいず しいたけ

4 木 牛　乳
ポトフスープ パン　チョコクリーム ぎゅうにゅう　 キャベツ　にんじん　たまねぎ

しょくパン
チョコクリーム

ぎゅうにゅう　のり　 ごぼう　だいこん　にんじん　

656 31.4いかスティック②　　　たまごスティック② さといも　ごまあぶら こんぶ　とうふ　あぶらあげ ねぎ　こんにゃく　しめじ

ごまこんぶ　　　　　　　ふくまめ かたくりこ　さとう

3 水
すめし

てまきのり 牛　乳
けんちんじる　　　　　 すめしごはん　ごま

640 30.4チキンナゲット② じゃがいも　こむぎこ とりにく　まぐろ キャベツ　もやし

ツナサラダ(わふうドレッシング) バター　

にんじん　いよかん

2 火 牛　乳
はくさいのクリームに パン　あぶら ぎゅうにゅう　ぶたにく はくさい　たまねぎ　にんじん

1

バターロール

たけのこ　にんじん　ねぎ

666 27.1チョレギサラダ（しおドレッシング） あぶら　かたくりこ ぶたにく　わかめ　 ピーマン　しいたけ　はくさい　キャベツ

いよかんゼリー ごま　ごまあぶら　ゼリー のり

月 わかめごはん 牛　乳
ジャーシャンどうふ ごはん　さとう

血
ち

や肉
にく

・ほねや歯
は

になる

ぎゅうにゅう　あつあげ　

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）

２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

日 曜日 主　　食
しゅ　　　　しょく

牛
ぎゅう

　乳
にゅう

お　か　ず
熱や力のもとになる
ねつ　　　ちから

節分は、もともと立春、立夏、立秋、立冬の前日のことでしたが、今で

は立春の前日のことだけをいうようになりました。節分にいり豆を年の数

や年にひとつ足した数を食べると１年を元気にすごすことができるといわ

れています。豆まきや、柊(ひいらぎ)の枝に焼いたいわしの頭をさした「や

いかがし」には、鬼（病気や災い）を追いはらうという意味があります。


