
エネルギー たんぱくしつ

小650 小27.6

たんぱくしつ むきしつ カロテン ビタミン たんすいかぶつ しぼう 中830 中35.2

ささみのレモンソース とりにく 牛乳 にんじん たまねぎ　キャベツ ごはん あぶら 615 28.1

ごはん ひじきとツナのサラダ ツナ　なると ひじき だいこん かたくりこ 754 34.4

はくさいとだいこんのスープ ぶたにく コーン　はくさい さとう

あぶらあげ 牛乳 ほうれんそう キャベツ　もやし うどん ごま

もちいなり とりにく にんじん だいこん　こんにゃく スパゲティー 561 20.5

パックうどん ほうれん草のごまあえ しいたけ さといも 711 24.9

しもにたねぎのうどんじる しもにたねぎ もち　さとう

とりにく　ちくわ 牛乳 にんじん ねぎ　しょうが ごはん ごま

まつかぜやき だいず　とうふ こんぶ はくさい　だいこん パン粉 あぶら 643 30.0

ゆかりごはん はくさいのあさづけ あぶらあげ きゅうり　こんにゃく さとう 721 35.4

かぶらじる まゆだま団子 しいたけ　ごぼう さといも

メルルーサ 牛乳 にんじん ごぼう　干ししいたけ ごはん マヨネーズ

さかなのもみじやき ぶたにく こんぶ みつば こんにゃく　はくさい さとう あぶら 604 28.7

ごはん じょうしゅうきんぴら さつまあげ しいたけ　ねぎ 738 34.4

あったまじる とりにく ゆず　にんにく

こうやどうふのグラタン ベーコン 牛乳 ほうれんそう たまねぎ　キャベツ　 パン あぶら

ロールパン グリーンサラダ こうやどうふ チーズ トマト きゅうり　はくさい じゃがいも ドレッシング 642 26.7

ミネストローネスープ とりにく ブロッコリー だいこん　にんにく マカロニ 732 29.7

にんじん

なっとう　ちくわ 牛乳 ほうれんそう キャベツ　もやし ごはん

ごはん にこみおでん かつおぶし こんぶ にんじん だいこん　こんにゃく じゃがいも 597 25.4

しもにたのなっとう おかかあえ うずらたまご ぽんかん 710 29.0

ぽんかん さつまあげ

アーモンドあえ いか 牛乳 にんじん たまねぎ　しめじ スパゲティー あぶら

スパゲティー ペスカトーレソース えび チーズ パセリ キャベツ　だいこん チョコケーキ アーモンド 632 29.8

米粉のチョコレートケーキ ツナ トマト にんにく ドレッシング 774 36.6

あさり

ハム 牛乳 にんじん キャベツ　きゅうり　コーン ごはん あぶら

えいよういっぱいサラダ かつおぶし こんぶ パイナップル　もも ゼリー 生クリーム 702 20.8

はつがげんまいごはん チキンカレー とりにく チーズ みかん　りんご さとう 848 24.8

フルーツポンチ たまねぎ　にんにく　しょうが じゃがいも

さけ 牛乳 こまつな 切干大根 ごはん あぶら

さけのしおやき あぶらあげ こんぶ にんじん ごぼう　こんにゃく さとう 627 29.1

ごはん きりぼしだいこんのいために ぶたにく ほししいたけ すいとん 743 32.4

すいとん だいこん じゃがいも

きなこ 牛乳 にんじん たまねぎ パン あぶら

いかくんサラダ ベーコン ヨーグルト こまつな きゅうり さとう 658 28.0

きなこあげパン みそスチュー だいず だいこん じゃがいも 769 31.9

ヨーグルト いかくん

あじのフリッター とりにく 牛乳 にんじん グリンピース　もやし ごはん あぶら

ごはん ごぼうサラダ だいず たまねぎ　しめじ じゃがいも 638 25.8

チキンライスの具 やさいコンソメスープ あじ　ベーコン ごぼう　きゅうり 815 32.5

ぎょうざ ぶたにく 牛乳 こまつな もやし　キャベツ ラーメン ごまあぶら

ラーメン ちゅうかサラダ にんじん きゅうり　たまねぎ はるさめ 533 24.6

しょうゆラーメンスープ メンマ　しょうが さとう 720 32.4

にんにく

とうにゅういりたまごやき たまご　豆乳 牛乳 にんじん きゅうり　キャベツ ごはん ごま

ごはん ごまみそあえ かつおぶし わかめ もやし　だいこん　しいたけ さとう 625 26.7

すきやきに 牛肉　なまあげ ねぎ　はくさい　しらたき 768 32.7

ビビンバの具 牛肉 牛乳 こまつな ぜんまい　もやし ごはん ごまあぶら

ごはん こまつなのナムル たまご　とうふ にんじん コーン　ごぼう さとう ドレッシング 628 27.8

チゲじる ぶたにく にら たまねぎ　はくさい 770 34.1

しろみさかなフライ 白身魚 ジョア にんじん キャベツ　きゅうり パン あぶら 518 24.0

丸パン シーザーサラダ あさり 牛乳 しめじ じゃがいも ドレッシング 643 28.6

クラムチャウダー ベーコン たまねぎ マーガリン

  　
　

 

　

牛
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25 水
牛
乳

24 火

はじめての栄養給食

26 木
牛
乳

牛
乳

27 金

30 月
牛
乳

ジ
ョ
ア

31 火

牛
乳

23 月 牛
乳

20 金

カレーの日

日本で最初の給食

18 水

木
牛
乳

19

大寒（1/20）献立

牛
乳

牛
乳

17 火

12 木

かがみびらき（1/11）献立

牛
乳

13 金

16 月

こしょうがつ（1/15）献立

食改推とのコラボ献立

牛
乳

牛
乳

10 火

11 水
牛
乳

熱や力のもとになる

　　 令和５年　１月よていこんだてひょう
給食日数１５日 下仁田町学校給食センター　　ＴＥＬ：８２－２５４２　

日
曜
日

きいろ

こんだて 体をつくるもとになる

あか みどり

体の調子をととのえる

※材料の購入により献立・食材料に多少の変更が生じる場合もあります。

※ランチセットは毎日持ち帰り、きれいに洗い清潔につかってください。

《月平均栄養価》

3 学 期 始 業 式


