
　　

たんぱく質 無機質 炭水化物 脂質 kcal g

肉みそ丼 ぶたひき肉　大豆 牛乳　わかめ さとう 米油　ごま油

ミニ春巻き みそ 米 ごま 690 22.8
中華スープ 春まき　とうふ

ペペロンチーノ ベーコン 牛乳 パン　スパゲティ オリーブ油

チキンサラダ とり肉 チーズ ドレッシング 641 27.6
スライスチーズ

いわしの梅煮 いわし 牛乳 米　さとう 米油　ごま

茎わかめの炒め物 牛肉　ぶた肉 茎わかめ 糸こんにゃく 638 25.3
みぞれ汁　節分豆 大豆 でんぷん

肉じゃがコロッケ コロッケ 牛乳 黒糖パン 米油　ごま

冬野菜のサラダ かつお節 さとう 682 24.0
コーンスープ ベーコン クルトン

つくね つくね 牛乳 米　麦 ごま

おでん とり肉　厚揚げ 塩昆布 こんにゃく 631 23.2
白菜の塩昆布和え 平天　ちくわ さとう  じゃがいも

★鶏とごぼうの甘からあげ とり肉 牛乳 米　さとう 米油

三色サラダ 油あげ でんぷん ドレッシング 706 24.0
みそ汁 みそ じゃがいも

野菜ラーメン ぶた肉　とり肉 牛乳 パン　中華麺 米油

鶏肉とチンゲンサイの さとう マーガリン 627 23.7
はちみつ＆マーガリン 　オイスターソース炒め はちみつ

わかめごはん さわらのゆずみそかけ さわら　白みそ 牛乳　わかめ 米　さとう ごま

ごまあえ とうふ　油あげ 里いも 629 27.0
けんちん汁 こんにゃく

大豆入りキーマカレー とりひき肉　ツナ 牛乳 米　麦 カレールウ

大根サラダ ぶたひき肉 スキムミルク 米油 613 23.3
コンソメスープ 大豆　ウィンナー ドレッシング

鶏肉の塩だれ炒め とり肉 牛乳 米　でんぷん 米油

しゅうまい ベーコン 春雨 ごま　ごま油 663 24.0
春雨スープ しゅうまい

ココア揚げパン カラフルソテー ウィンナー 牛乳 パン　じゃがいも 米油

ポトフ とり肉 グラニュー糖 オリーブ油 604 21.4
プチゼリー（アセロラ） プチゼリー　ココア

豚肉の生姜焼き ぶた肉　ツナ 牛乳 米　さとう 米油

ツナ和え かつお節 わかめ でんぷん 621 28.0
みそ汁 とうふ　みそ

からあげのレモン風味 とり肉 牛乳 パン　さとう 米油　オリーブ油

★シャキシャキサラダ ベーコン じゃがいも マヨネーズタイプ 708 26.6
ミネストローネ 大豆 ごま

さばの塩焼き さば　とうふ 牛乳 米　麦 米油

ひじきの炒め煮 ちくわ　油あげ ひじき さとう 688 31.0
飛鳥汁 とり肉  豆乳  みそ

中華丼 ぶた肉　えび 牛乳 米　でんぷん 米油　ごま油

ナムル いか さとう ごま 649 23.5
レモンソーダゼリー ソーダゼリー

白身魚の甘酢あんかけ ホキ　みそ 牛乳 米　さとう 米油

昆布の油炒め 厚揚げ 昆布 でんぷん ごま 632 24.7
みそ汁 平天 糸こんにゃく

照り焼きチキン とり肉 牛乳 パン　でんぷん マヨネーズタイプ

ビーンズサラダ ミックスビーンズ ミルメーク 690 30.5
ミルメーク たまごスープ たまご クルトン

ハヤシライス 牛肉　 牛乳 米　麦 米油

大根サラダ ヨーグルト ドレッシング 684 22.3
ヨーグルト

*栄養価（エネルギー、タンパク質）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。　　　

豆まき

鬼は邪気や厄の象徴とされ、形の見えない災害、
病、飢餓など、人間の想像力を超えた恐ろしい出来
事は鬼の仕業だと考えられていました。鬼を追い払
う豆は、霊力が宿ると信じられていた大豆です。豆
が「魔滅」、豆を炒ることで「魔の目を射る」こと
に通じるため、炒った大豆を使います。この豆を
「福豆」と言います。
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4 木

黒糖パン

5 金

8 月

9 火

3 水

2 火

1 月
たまねぎ　にんじん　エリンギ

ピーマン　しょうが　たけのこ

白ねぎ　きくらげ

キャベツ　たまねぎ　にんじん

エリンギ　ピーマン　にんにく

２月　大和高田市学校給食献立表　  

曜
日 献立名

食べ物のはたらき
日 おもに体をつくるもとになる おもに体の調子をととのえる おもにエネルギーのもとになる

ビタミン類

栄養価

コーン　たまねぎ　にんじん

パセリ

はくさい　にんじん　片平あかね

大根

チンゲンサイ　きゅうり　コーン

にんじん　大根　ごぼう

干ししいたけ　白ねぎ

ブロッコリー　カリフラワー

チンゲンサイ　たけのこ　白ねぎ

ゆず　キャベツ　小松菜

もやし　大根　ごぼう　にんじん

干ししいたけ　青ねぎ

たまねぎ　にんじん　セロリ

ごぼう　キャベツ　パプリカ

コーン　たまねぎ　にんじん

青ねぎ

たまねぎ  キャベツ コーン  青ねぎ

にんじん　エリンギ　にんにく

チンゲンサイ　エリンギ　にんじん

パプリカ　たまねぎ　大根

パセリ

たまねぎ　ピーマン　にんじん

しょうが　はくさい　青ねぎ

にんにく　しょうが　パセリ

大根　パプリカ　キャベツ

キャベツ　白ねぎ　にんじん

しょうが　にんにく　レモン

たまねぎ　にら

えのきたけ　青ねぎ

しょうが　干ししいたけ

はくさい　たまねぎ　たけのこ

にんじん　きくらげ　しょうが

にんにく　大豆もやし　小松菜

えのきたけ

レモン　ごぼう　れんこん

にんじん　たまねぎ

トマト

にんじん　ピーマン　大根

ほうれんそう

たまねぎ　にんじん

マッシュルーム　トマト

大根　パプリカ　コーン

*『麦』…麦入りごはん、『減』…減量パンまたは減量ごはんを表しています。

たまねぎ　にんじん　ピーマン

干ししいたけ　キャベツ　もやし

青ねぎ

キャベツ　きゅうり　コーン

たまねぎ　にんじん　トマト

*『マヨネーズ(タイプ)』には、たまごは入っていません。

 節分は、冬と春の季節の変わり目の行事です。「節分って２月３日じゃないの？」と思われている方も多いの

ではないでしょうか？節分は「立春の前日」であることは変わらないのですが、立春は毎年、国立天文台が地球

と太陽の位置を調べて、日を決定します。 

減 

麦 

 
ｶﾐ  

 ｶﾐ 

今月のカミカミメニュー 

8 日(月) 鶏とごぼうの 

     甘からあげ 

１8日(木) シャキシャキサラダ 

 

麦 

旬（しゅん）の食べもの 

しゅんぎ はくさ しろ こまつな 

エネルギー 蛋白質 

減 

麦 

節分の 

献立 

 

麦 


