
たんぱく質 無機質 ビタミン類 炭水化物 脂質 kcal g

かぼちゃと大和ポークひき肉フライ
かぼちゃと大和ポークひき肉フライ 牛乳　 きゃべつ　きゅうり　コーン パン　じゃがいも 米油　ドレッシング

いろどりサラダ ぶた肉　ベーコン スライスチーズ にんじん　たまねぎ　かぶ

冬野菜のスープ煮 かつお節 はくさい　

スライスチーズ

黒米ごはん 鯛のからあげ たい　とうふ 牛乳　 だいこん　にんじん　 白米　黒米　さといも 米油

紅白なます みそ　白みそ さとう　白玉だんご

雑煮 小麦粉　でんぷん

ソーセージステーキ ソーセージステーキ 牛乳 きゃべつ　しろな　にんじん パン　ニョッキ 米油　ドレッシング

野菜サラダ とり肉　 スキムミルク たまねぎ　セロリ　えだまめ

ニョッキのクリームスープ

α化米 昆布の油炒め 平天　ぶた肉　油あげ 牛乳　刻み昆布 にんじん　だいこん　ごぼう α化米　糸こんにゃく 米油　ごま

豚汁 とうふ　みそ 青ねぎ　菜めし さとう

いかの天ぷら いかの天ぷら　油あげ 牛乳　ひじき　 たまねぎ　青ねぎ　れんこん 米　じゃがいも 米油　ごま油

★れんこんきんぴら みそ　ちくわ　 にんじん　えだまめ　 さとう

みそ汁

黒糖パン 大和根菜つくねハンバーグ 大和根菜つくねハンバーグ 牛乳　 きゃべつ　もやし　コーン 黒糖パン　じゃがいも 米油　ごま油

野菜のごま酢だれ ベーコン たまねぎ　にんじん　パセリ マカロニ　さとう ごま　

マカロニスープ

うどんすき とり肉　油あげ　かまぼこ 牛乳 はくさい　にんじん　白ねぎ 米　うどん 米油　ごま油

にんじんシリシリ ふわふわ卵　ツナ たまねぎ　りんご さとう ごま　

りんご

揚げパン 切り干し大根のケチャップ煮 きなこ　ベーコン 牛乳　 切り干し大根　たまねぎ　白ねぎ パン　さとう 米油　ごま油

水ぎょうざ 水ぎょうざ　 にんじん　えだまめ　はくさい グラニュー糖

たけのこ　もやし　きくらげ

さばのみそ煮 さばのみそ煮　 牛乳 ごぼう　にんじん　青ねぎ 米　麦　さとう 米油　

きらずのたいたん とりひき肉　おから だいこん　こまつな こんにゃく

たぬき汁 油あげ　平天 えのきたけ　しょうが でんぷん

あじの照り焼き あじの照り焼き 牛乳 はくさい　きくな　だいこん 米　さといも ごま　

春菊と白菜のお浸し かつお節　とり肉 にんじん　しいたけ　青ねぎ くず粉

吉野汁 とうふ　油あげ　

バターロール 鶏のさっぱり煮 とり肉　ベーコン 牛乳 パプリカ　ピーマン　たまねぎ バターロール 米油

マセドアンサラダ スキムミルク しょうが　にんにく　きゅうり さとう　米粉 ドレッシング

かぼちゃのポタージュ にんじん　かぼちゃ　エリンギ 酒かす　じゃがいも

パセリ

小松菜カレーライス ぶた肉　みそ 牛乳　 たまねぎ　にんじん　こまつな 米　じゃがいも 米油　ごま

きゃべつのごまみそ和え スキムミルク にんにく　トマト　りんご さとう　 カレールウ

ヨーグルト ヨーグルト きゃべつ　

奈良の大豆コロッケ 奈良の大豆コロッケ 牛乳　 ごぼう　れんこん　にんじん パン　でんぷん 米油　

★シャキシャキサラダ たまご　 たまねぎ　コーン　 いちごジャム マヨネーズタイプ

コーンと卵のスープ とり肉 ごま　

いちごジャム

柿の葉寿司 はりはりうどん さけ　さば　厚揚げ 牛乳 だいこん　みずな　にんじん 米　でんぷん

大根の炊いたん 牛肉　油あげ　かまぼこ しいたけ　 さとう　みかんタルト

みかんタルト くず入りうどん

　※栄養価(エネルギー、たんぱく質)は平均値を記載しています。 ※都合により給食内容を変更することがあります。　

　※『麦』は麦入りごはん、『減』は減量パンまたは減量ごはんを表しています。 ※『マヨネーズタイプ』には、卵は入っていません。 
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　※ 北海道、沖縄では、昔は雑煮を食べる習慣がなかったため、その地ならではの雑煮は伝わっていません。
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全国お雑煮マップ 

 日本の学校給食は、1889年、山形の私立小学校で 

昼食を提供したのが始まりとされています。その後、 

同様の取り組みは全国へと広まりましたが、戦争により人々

の 

暮らしが大きく変わり、給食も中断されました。 

 戦争が終わっても食糧不足が続く中、子供たちを栄養失調

か 

   ら救い、健康状態を良くすることは、当時の日本の大

きな 

    課題でした。その改善策として採り上げられたのが、

    学校給食の再開です。 

   昭和21年12月24日。東京、神奈川、千葉の三都県で外

国 

     から贈られた小麦粉や脱脂粉乳、缶詰を利用して 

        試験給食が実施されました。 

         「全国学校給食週間」は、この時のこと 

         を記念してつくられています。 
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