
★赤飯の素 【20ｇ】 ★炊き込みわかめ【2】

　若鶏もも皮つき【30】 　ごぼうささがき【15】 ★コッペパン 【50】 　米ぬか油 【5】
★さけ 【50】 　塩こうじ【7】 ★中華めん【35】 　豚もも肉【20】 ★厚揚げ 【15】 　里芋【20】 ★きな粉 【6】 　砂糖 【6】

★もやし【20】 　ほうれん草【20】 　にんじん 【15】 　たけのこ水煮【10】 　塩 【0.05】
　にんじん 【10】 　葉ねぎ【3】 　こんにゃく【20】 　生しいたけ【5】

　大根【30】 　金時にんじん 【5】　 　コーン【5】 ★薄口しょうゆ【2】 　いんげん 【5】 　砂糖【3.5】
　米酢 【2.7】　 ★炒りごま【0.8】　 ★濃口しょうゆ【1.5】 ★中華だしの素 【1.5】 　本みりん【0.8】 ★濃口しょうゆ【2】 　若鶏もも皮付き【30】 　じゃがいも【45】
　砂糖【2】 　塩 【0.05】 　塩【0.05】 　こしょう【0.02】 ★薄口しょうゆ【3】 　純米酒 【2】 　しめじ【7】 　にんじん 【10ｇ】

　水 【100】 　米ぬか油 【1】 ★だしパック 【1】 　たまねぎ 【60】 ★枝豆【5ｇ】　
　水 【30】 ★ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰﾙｩ【7】 ★牛乳【20】

★もち 【1こ】 　かぶ 【20】　 ★脱脂粉乳【1.5】 ★コンソメ【0.5】
　乾燥しいたけ 【0.5】　 　にんじん 【7】　 　切り干し大根 【3】 　きゅうり 【10】 　塩【0.02】 　こしょう【0.01】
　白菜【15】　 　小松菜【10】　 　にんじん 【5】 　砂糖【1】 　白菜【15】 　きゅうり 【20】 　水 【65】 　
★淡色辛みそ 【8】 ★だしパック 【1.5】 ★炒りごま【0.5】 ★ごま油 【0.5】 　ゆかり【0.6】 　塩【0.03】
　水 【100】 ★濃口しょうゆ【1.8】

　キャベツ 【30】 　コーン【10】
★ロースハム【5】 ★薄口しょうゆ【2】
　砂糖【2ｇ】 　米酢 【2】

　オリーブオイル【0.6】 　塩【0.01】

★五目釜飯の素【20】

　ししゃも 　豚もも肉【30】 　しょうが 【0.5ｇ】 　若鶏もも皮なし【60】 　片栗粉 【9.5】
★うどん【30】 　若鶏もも皮なし【25】 　純米酒 【1】 ★薄口しょうゆ【1】 　純米酒 【1.5】 　塩 【0.2】
　葉ねぎ【5】 　にんじん 【10】 　たけのこ水煮 【10】 　にんじん 【15】 　米ぬか油 【6】 ★レモン果汁【2.1】

　豚もも肉【50】 　にんじん 【15】 ★うすあげ【5】 　たまねぎ 【25】 　たまねぎ 【35】 　白菜 【20】 　砂糖 【2.6】 ★濃口しょうゆ【3.5】
　たまねぎ 【50】 　しめじ【15】 　乾燥しいたけ【0.5】 ★だしパック 【1.5】　 ★かまぼこ 【5】 　こしょう【0.02】 　水 【2.2】
　生しいたけ【10】 　葉ねぎ【7】 　食塩【0.02】 ★薄口しょうゆ【4】 ★濃口しょうゆ【2.5】 ★中華だしの素 【1.2】
　純米酒 【2】 ★濃口しょうゆ【2】 ★濃口しょうゆ【2】 　本みりん 【1.2】 　水 【20】 　片栗粉 【1.5】
★薄口しょうゆ【3】 　本みりん 【3】 　水 【105】 　米ぬか油 【1】 　ブロッコリー 【25】 ★ツナ 【5】
　砂糖【2.5】 　米ぬか油 【0.5】 ★レモン果汁【1】 　コーン【10】
★だしパック 【1.3】 　水 【25】 　塩【0.02】 　こしょう【0.02】

　小松菜【30】 　にんじん【10】 　きゅうり【30】 　こんにゃく【10】 ★薄口しょうゆ【1.5】　 　砂糖 【1.3】
★ちりめんじゃこ 【5】 ★濃口しょうゆ【1】 　にんじん 【5】 　米酢 【1.5】

　乾燥ひじき【0.8】 　切り干し大根【3】 　砂糖 【0.8】 ★ごま油 【0.5】 ★濃口しょうゆ【2】 　砂糖【1】
★ロースハム【5】 ★枝豆【5】 ★炒りごま【0.7】 ★ごま油 【0.5】 ★豚ベーコン【5】 　たまねぎ 【30】
　米酢 【2.5】 ★薄口しょうゆ【1.6】 　レタス 【20】 　にんじん 【10】
　砂糖【2.3】 　白ねぎ 【5】 ★コンソメ【1.8】

★薄口しょうゆ 【1】 　こしょう【0.02】
　水 【110】

　若鶏もも皮つき【60】 　梅肉 【3】 ★いか【60】 　片栗粉 【11】 ★厚揚げ 【35】 　豚ひき肉 【45】 ★ホキ【1切】　 　本みりん【2】 　豚もも肉【45】 　米ぬか油【1】
　にんにく 【0.3】　 ★濃口しょうゆ 【2】 　米ぬか油 【5】 ★濃口しょうゆ【2.5】 　たまねぎ 【45】 　にんじん 【15】 　砂糖【1】 ★濃口しょうゆ【3】 　じゃがいも【40】 　たまねぎ 【50】
　本みりん【0.8】 　砂糖【1.5】 ★薄口しょうゆ【2.5】 　砂糖 【4】 　白ねぎ【5】 　しょうが 【0.5】 ★コチジャン【0.3】 ★甜麺醤【0.5】 　マッシュルーム【5】 　しめじ【10】
　水 【1】 　 　純米酒 【2】 　にんにく 【0.5】 ★赤色辛みそ 【7】 　にんじん【12】 　にんにく 【0.35】

★中華だしの素【0.8】 　砂糖【1.8】 　しょうが 【0.35】 　赤ワイン【1.8】
　純米酒 【2】 ★豆板醤【0.05】 　小松菜【20】 　キャベツ 【15】 ★ﾋﾞｰﾌシチューの素【9】★コンソメ【0.5】

★ちりめんじゃこ 【3】 　キャベツ 【25】　 　キャベツ 【30】 　にんじん 【10】 ★甜麺醤【0.25】 　水 【35】 ★焼き竹輪【5】 ★濃口しょうゆ 【2】 　こしょう【0.02】 ★ウスターソース【0.5】
★もやし【10】 　砂糖【1.5】 ★薄口しょうゆ【0.6】 　塩昆布 【1.5】 　片栗粉 【2】 　米ぬか油【0.5】 　砂糖【1.7】 ★炒りごま【0.8】 ★ケチャップ 【5】 ★デミグラスソース【5】
　米酢 【1.8】 ★薄口しょうゆ【1.8】 　水 【60】
★炒りごま【1】

　じゃがいも 【25】 　たまねぎ 【20】 　にんじん 【5】 　きゅうり【30】 ★スープ用ワンタン【15】
　こんにゃく【10】 　生しいたけ【7】 　コーン【5】 　砂糖【1.5】 　乾燥しいたけ【0.5】 　チンゲンサイ【15】 　きゅうり 【15】 　コーン【15】

★すいとん 【20】 　じゃがいも【20】 　葉ねぎ【5】 ★淡色辛みそ 【8】 ★ごま油 【1】 　米酢 【1】 　にら 【3】 ★もやし 【10】 ★枝豆【10】 　米酢【2】
　たまねぎ 【10】 　しめじ【5】 ★だしパック 【1.5】 　水 【105】 ★濃口しょうゆ【1.5】 ★炒りごま【1】 　たまねぎ 【30】 ★中華だしの素 【1.5】 　こしょう【0.02】 　砂糖【1.2】
　にんじん 【10】 　乾燥しいたけ【0.7】 ★濃口しょうゆ【0.5】 　塩【0.02】 ★濃口しょうゆ【1】 　塩【0.03】
　葉ねぎ【5】 ★淡色辛みそ 【8】 　こしょう【0.02】 　水 【110】 　オリーブオイル【1】
★だしパック【1.5】　 　水 【105】

　豚もも赤身肉【40】 　じゃがいも 【45】 　若鶏もも皮つき【60】 　純米酒 【5】 　豚もも肉 【35】 　にんじん 【13】 　くじら肉 【60】 　しょうが 【0.8】 ★コッペパン 【50】 　米ぬか油 【5】
　たまねぎ 【50】 　にんじん 【15】 　塩【0.02】 　こしょう【0.02】 　たまねぎ 【50】　　　　じゃがいも 【35】 ★濃口しょうゆ【2】 ★薄口しょうゆ【3】 ★きな粉 【6】 　砂糖 【6】
　こんにゃく【20】 　グリンピース【10】 　片栗粉 【8】 　米ぬか油 【5】 　グリンピース【3】 　しめじ【7】 　本みりん 【1】 　純米酒 【2】 　塩 【0.05】
　砂糖 【3】 ★濃口しょうゆ 【4】 　砂糖【2.3】 ★濃口しょうゆ 【2.6】 　にんにく 【0.3】 　しょうが 【0.3】 　片栗粉 【8】　 　米ぬか油 【4.8】
★薄口しょうゆ 【1】 　本みりん 【2.5】 　米酢【1.2】 　一味唐辛子 【0.02】 　カレー粉 【0.08】 ★カレールウ【12】
★だしパック【2】 　米ぬか油 【0.5】 　水 【3.5】 ★ケチャップ 【2】 ★とんかつソース【1.5】 ★鶏団子【25】 　じゃがいも 【20】
　水 【30ｇ】 ★タルタルソース（卵不使用） 【1袋】 　米ぬか油 【2】 　水 【60】 　大根 【20】 　たまねぎ 【20】 　キャベツ 【25】 　にんじん 【10】

　生しいたけ【5】 　葉ねぎ 【5】 　しめじ【10】 　たまねぎ 【30】
　カットわかめ 【0.5】 ★淡色辛みそ 【8】 　セロリ 【5】 ★コンソメ【1.8】

★もやし【20】 　きゅうり 【15】 　キャベツ 【30】 　ブロッコリー【30】 　コーン【15】 ★だしパック【1.5】　 　水 【105】 ★薄口しょうゆ【0.8】 　塩 【0.02】
★ちりめんじゃこ【4.5】 　かつお節 【0.8】 　砂糖【1.2】 ★濃口しょうゆ【1.5】 　こしょう【0.02】 　水 【100】
★濃口しょうゆ【1.5】 　砂糖 【0.5】 　米酢【1.5】 ★ごま油 【0.7】

　こんにゃく【15】 　さつまいも【15】 　キャベツ 【25】 　にんじん 【10】
　しめじ【10】 　大根【10】 ★炒りごま【0.7】 ★濃口しょうゆ【1.5】 　小松菜【20】 　にんじん 【10】
　葉ねぎ【5】 ★淡色辛みそ 【8】 　砂糖 【1】 ★ツナ【5】 ★レモン果汁【1】
★だしパック【1.6】 　水 【120】 　コーン【10】 　塩【0.01】

　こしょう【0.02】 ★薄口しょうゆ【2】

　砂糖 【1.3】 　

【献立および献立表について】

1月学校給食予定献立表
かつらぎ町教育委員会

月 火 水 木 金

今月の 生産者 さん

宮本重治さん・・ねぎ 、白菜、 人参、キャベツ、かぶ
小柳善令さん・・白菜、キャベツ・にんじん
セイコーファームさん・・しめじ
雪谷さん・・しいたけ　　関本さん・・お米
道の駅さん・・キャベツ

6 7 8 9 10

●せきはん 603/702 ●わかめごはん
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ふ ゆ や す

みは楽
た の

しく過
す

ごせましたか？

少
す こ

し長
な が

めのお休
や す

みでしたが、夜更
よ ふ

かしをしてしまったり、食
た

べ過
す

ぎてしまった人
ひ と

はいませんか？

給食
き ゅ う し ょ く

は、7日
か

からスタートします。
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に生活
せ い か つ

リズムを戻
も ど

しておきましょう。

　都合により、献立もしくは食材を変更する場合があります。

　食材後ろの【数値】の単位は、原則「ｇ」です。牛乳は毎日つきます。

　★の加工食材のアレルゲンは、別紙「アレルギー原因食物一覧」で確認ください。

　変更した場合は学校へ連絡いたします。

727/925

●ベーコンとレタスのスープ

20 21 22 23 24

●ひじきのすのもの

★しゅうまい ２こ（小）３こ（中）

●ごはん 656/827 ●ごもくごはん 584/724 ●ごはん 599/750 ★コッペパン 72５/878

★こくもつふりかけ 【1こ】

●ごはん

●にくじゃが ●チキンなんばん ●ポークカレー ●くじらのたつたあげ

●ボイルキャベツ

●ごはん 600/761 ●ごはん 731/849 ●げんまいごはん 680/864

●もやしときゅうりのおかかあえ

●こまつなとツナのサラダ
●ぐだくさんみそしる

●きゅうりのコロコロサラダ

●ブロッコリーとコーンのサラダ

●キャベツのごまあえ

●だいこんとたまねぎのみそしる

★メープルジャム　1こ

●こまつなとちくわのあえもの

●ちゅうかスープ●ちゅうかふうサラダ

★こくとうパン(小) 625/804

●きなこあげパン（中）

●ポトフ

634/783

●ブロッコリーとツナのサラダ

●ぶたにくときのこのいためもの

●かやくうどん

●こまつなとじゃこのあえもの ●きゅうりとこんにゃくのサラダ

★やきめざし 【1こ】

14 15

28

16 17

★お米deメープルマフィン【1こ】

●さけのしおこうじやき ●しょうゆラーメン

●さんしょくナムル

13

献立表の数値・数量は小学
校中学年１人当たりの値で

す。
低学年
  ２０％減（ごはん）
  １０％減（おかず）
高学年
  ２０％増（ごはん）
  １５％増（おかず）
中学生
  ３5％増（ごはん･おかず）
 になります。

●やきししゃも　２び（中３尾） ●ちゅうかいため ●とりにくのレモンソース

●ふゆやさいのクリームシチュー

598/727 ●ごはん 651/794 ★こくとうパン(中) 708/859

●ちくぜんに

●だいこんのなます

●おぞうに

●キャベツとハムのサラダ

●はくさいのゆかりあえ

●きなこあげパン（小）

27

●すいとんいりみそしる

●ごますあえ

●ごはん 558/670 ★コッペパン 683/849

●とりのばいにくやき ●いかのかりんあげ ●まーぼーあつあげ ●ホキのかんこくふうてりやき ●ブラウンシチュー

29 30 31

★うんしゅうみかんゼリー 【1こ】

●じゃがいものみそしる

●キャベツのこんぶあえ

●ごはん 631/764 ●ごはん 635/784 ●ごはん


