
令和４年度

エネルギー48Kcal　たん白質28.6ｇ エネルギー629Kcal　たん白質25.4ｇ エネルギー659Kcal　たん白質25.9ｇ

脂質33ｇ　食塩相当量3.3ｇ 脂質17.5ｇ　食塩相当量1.9ｇ 脂質16.7ｇ　食塩相当量1.9ｇ

きいろ

あか

みどり

エネルギー831Kcal　たん白質25.7ｇ エネルギー695Kcal　たん白質27.6ｇ エネルギー680Kcal　たん白質24.8ｇ エネルギー613Kcal　たん白質20.0ｇ エネルギー638Kcal　たん白質27.5ｇ

脂質28.7ｇ　食塩相当量2.6ｇ 脂質19.8ｇ　食塩相当量2.0ｇ 脂質26.7ｇ　食塩相当量3.3ｇ 脂質17.8ｇ　食塩相当量2.2ｇ 脂質14.6ｇ　食塩相当量3.2ｇ

きいろ

あか

みどり

エネルギー595Kcal　たん白質24.2ｇ エネルギー706Kcal　たん白質17.6ｇ エネルギー708Kcal　たん白質28.2ｇ エネルギー624Kcal　たん白質24.7ｇ エネルギー640Kcal　たん白質30.2ｇ

脂質14.2ｇ　食塩相当量2.2ｇ 脂質20.6ｇ　食塩相当量3.4ｇ 脂質28.0ｇ　食塩相当量3.6ｇ 脂質18.2ｇ　食塩相当量2.1ｇ 脂質18.7ｇ　食塩相当量1.7ｇ

きいろ

あか

みどり

エネルギー650Kcal　たん白質23.7ｇ エネルギー673Kcal　たん白質29.1ｇ エネルギー654Kcal　たん白質23.5ｇ エネルギー628Kcal　たん白質24.7ｇ

脂質18.2ｇ　食塩相当量2.6ｇ 脂質23.8ｇ　食塩相当量1.9ｇ 脂質20.3ｇ　食塩相当量3.6ｇ 脂質17.8ｇ　食塩相当量2.2ｇ

きいろ

あか

みどり

エネルギー669Kcal　たん白質24.6ｇ エネルギー654Kcal　たん白質26.8ｇ

脂質23.0ｇ　食塩相当量2.5ｇ 脂質17.4ｇ　食塩相当量2.4ｇ

きいろ

あか

みどり

金

せつぶんこんだて

月 火 水 木

しょくパン
チキンカツ いわしのうめに

ごはん

しょくパン　こめあぶら　じゃがいも　バター
こむぎこ

ジャーマンポテト

ごはん　こんにゃく　じゃがいも ごはん　こめあぶら　しらたまもち

やきにく・レタス

しらたまじる
ほうれんそうのいそかあえ

せつぶんまめぶたじるコーンポタージュ

こ
ん
だ
て
名

のり・たまごやき・カニカマ

てまき

のり　たまごやき　カニカマ　ぶたにく　あぶらあげ
こくとうだいず　牛乳

たまねぎ　にんにく　コーン　パセリ
うめぼし　ほうれんそう　にんじん　ごぼう
ぶなしめじ　ながねぎ

レタス　たまねぎ　にんじん　ごぼう　ぶなし
めじ　ながねぎ

チキンカツ　ベーコン　なまクリーム　牛乳 いわし　のり　ぶたにく　とうふ　みそ　牛乳

ブロッコリーサラダ いためなっとう

ぶたにくどん
しろはなまめコロッケ ホッケフライ やさいいりにくだんご

ごはん　しらたき　さとう　ごまあぶら　じゃ
がいも

こ
ん
だ
て
名

はくさいカレー ごはん ごはん

こまつなとツナのあえもの

ぐだくさんみそしる ごぼうサラダ たもぎたけのみそしる

しおラーメン

ごはん　こめあぶら　さとう
ごはん　こめあぶら　さとう　じゃがいも　こ
んにゃく　バター

ラーメン　ラード　ﾋﾟｻﾞふうはるまき　こめあぶら
エッグケア　さとう　ごま

ピザふうはるまき

ごはん　じゃがいも　エッグケア　さとう

ポテトとコーンのサラダ

ぶたにく　なまクリーム　にゅうさんきんいん
りょう　牛乳

ホッケフライ　ぶたにく　なっとう　みそ　牛
乳

ぶたにく　ちくわ　牛乳

もずくのみそしるにゅうさんきんいんりょう

ハートのコロッケ ハンバーグ ぶたにくとごぼうのごまみそに ホイコーロー

ぶたにく　ツナ　もずく　みそ　牛乳

はくさい　たまねぎ　にんじん　にんにく　ブ
ロッコリー　キャベツ

たまねぎ　にんじん　ピーマン　だいこん
ごぼう　コーン　ながねぎ

にんじん　ながねぎ　はくさい　もやし　きくらげ　に
んにく　ごぼう　きゅうり

きゅうり　コーン　ほうれんそう　ながねぎ
たもぎたけ

ごはん

バンバンジーサラダ

やさいいりにくだんご　とうふ　みそ　牛乳

ごはん

にんじん　たまねぎ　えだまめ　ほししいたけ　こま
つな　だいこん　ながねぎ

もやしのナムル サラダ スライスチーズ ひじきのピリッとサラダ
コンソメスープ こぶくろケチャップ

ごはん　こんにゃく　さとう　こめあぶら　ご
ま　ラーゆ

ごはん　こめあぶら　ごま　はるさめ

こ
ん
だ
て
名

ばれんたいんこんだて セルフバーガー
ビビンバどん だいこんピラフ よこわりバンズパン

はるさめスープ
ミネストローネ

わかめスープ バレンタインデザート ハッシュポテト けんちんじる

ぶたにく　テンメンジャン　とりにく　牛乳

にんじん　ほうれんそう　にんにく　たけのこ　もやし　きく
らげ　きゅうり　ながねぎ

たまねぎ　　だいこん　にんじん　レタス　あまなつみかん
ミニトマト　パセリ　キャベツ　コーン

にんじん　たまねぎ　セロリ　コーン　パセリ
にんにく　トマト

ごぼう　ピーマン　にんじん　きゅうり　キャベツ　だいこん
ぶなしめじ　ごぼう　ながねぎ

しょうが　キャベツ　にんじん　ピーマン　もやし
きゅうり　チンゲンさい　きくらげ

ぶたにく　とうふ　わかめ　牛乳 ウインナー　牛乳 ハンバーグ　チーズ　ベーコン　牛乳 ぶたにく　みそ　ひじき　ツナ　とうふ　牛乳

ツナときりぼしだいこんのマヨサラダ ポパイサラダ

ごはん
マーボーどうふ ポークチャップふういため しろみさかなフライ

カレーうどん

ごはん　パンこ　こめあぶら　さとう　こん
にゃく

こ
ん
だ
て
名

ごはん ごはん

ひじきのにもの

はくさいスープ みかんゼリー

ごはん　さとう　かたくりこ　エッグケア　ワン
タン

ごはん　こめあぶら　エッグケア　ごま
うどん　じゃがいも　かたくりこ　みかんゼ
リー

コールスローサラダ

ながねぎ　たまねぎ　にんじん　ほししいた
け　キャベツ　コーン

ぶたにく　とうふ　テンメンジャン　あかみそ
ツナ　牛乳

ぶたにく　えだまめ　ツナ　ベーコン　牛乳 とりにく　あぶらあげ　牛乳

とりみそしるワンタンスープ

ホキ　ひじき　あぶらあげ　とりにく　とうふ
みそ　牛乳

うのはないため だいこんサラダ

にんじん　えだまめ　だいこん　ごぼう　な
がねぎ

さばのわふうカレーに

ながねぎ　にんにく　ほししいたけ　きりぼしだいこん　きゅうり　にん
じん　ぶなしめじ　チンゲンさい　たまねぎ

たまねぎ　にんにく　ほうれんそう　キャベツ　にん
じん　はくさい　ほししいたけ

とりにく　だいず　ひじき　こうやどうふ　あかみそ　いとか
まぼこ　あぶらあげ　わかめ　みそ　牛乳

こ
ん
だ
て
名

ごはん わふうそぼろどん

にんじん　まいたけ　こまつな
ほししいたけ　たまねぎ　にんじん　だいこ
ん　きゅうり　ながねぎ

３日

こまつなのみそしる じゃがいものみそしる

ごはん　しらたき　こめあぶら　さとう ごはん　こめあぶら　さとう　じゃがいも

さば　おから　ぶたにく　ひじき　あぶらあげ
みそ　牛乳

小学校２月こんだて表
◎赤字

あ か じ

の献立
こんだて

には新篠津
しんしのつ

の食材
しょくざい

を使
つか

っています！

※牛乳
ぎゅうにゅう

は毎日
まいにち

つきます。　また都合
つ ご う

により献立
こんだて

が変更
へんこう

になることがありますのでご了承
りょうしょう

ください。

こんげつのめあて
１日 ２日

食生活
しょくせいかつ

について

見直
みなお

そう！

マナーを守
ま も

ろう！

10日

22日 23日 てんのうたんじょうび

６日 ７日 ８日 ９日

ごはん　ごま　さとう　はるさめ ごはん　こめあぶら　コロッケ　プリン
よこわりバンズパン　ハッシュポテト　こめあぶら　マカロ
ニ　じゃがいも　バター

24日

27日 28日

13日 14日 15日 16日 17日

20日 21日

新篠津村学校給食センター

TEL 57-2630 FAX 57-2322



◎赤字の食材は新篠津産です。
令和４年度

エネルギー968Kcal　たん白質37.2ｇ エネルギー773Kcal　たん白質29.7ｇ エネルギー868Kcal　たん白質34.3ｇ

脂質41.8ｇ　食塩相当量4.3ｇ 脂質18.9ｇ　食塩相当量2.3ｇ 脂質22.7ｇ　食塩相当量2.8ｇ

黄

赤

緑

エネルギー1071Kcal　たん白質32.1ｇ エネルギー854Kcal　たん白質32.5ｇ エネルギー794Kcal　たん白質29.9ｇ エネルギー828Kcal　たん白質26.0ｇ エネルギー810Kcal　たん白質33.9ｇ

脂質35.6ｇ　食塩相当量3.4ｇ 脂質22.0ｇ　食塩相当量2.5ｇ 脂質29.2ｇ　食塩相当量4.3ｇ 脂質24.0ｇ　食塩相当量3.2ｇ 脂質17.0ｇ　食塩相当量4.2ｇ

黄

赤

緑

エネルギー753Kcal　たん白質29.6ｇ エネルギー828Kcal　たん白質20.2ｇ エネルギー875Kcal　たん白質35.7ｇ エネルギー790Kcal　たん白質31.0ｇ エネルギー817Kcal　たん白質37.6ｇ

脂質16.1ｇ　食塩相当量3.0ｇ 脂質23.2ｇ　食塩相当量4.5ｇ 脂質35.6ｇ　食塩相当量3.9ｇ 脂質21.4ｇ　食塩相当量2.7ｇ 脂質21.9ｇ　食塩相当量2.4ｇ

黄

赤

緑

エネルギー825Kcal　たん白質29.2ｇ エネルギー852Kcal　たん白質36.3ｇ エネルギー795Kcal　たん白質28.7ｇ エネルギー796Kcal　たん白質30.9ｇ

脂質21.5ｇ　食塩相当量3.3ｇ 脂質28.8ｇ　食塩相当量2.4ｇ 脂質23.9ｇ　食塩相当量4.7ｇ 脂質19.6ｇ　食塩相当量2.7ｇ

黄

赤

緑

エネルギー807Kcal　たん白質28.3ｇ エネルギー827Kcal　たん白質33.2ｇ

脂質24.7ｇ　食塩相当量2.9ｇ 脂質20.2ｇ　食塩相当量3.1ｇ

黄

赤

緑

※牛乳は毎日つきます。また都合により献立が変更になることがありますのでご了承ください。

月 火 水 木 金

チキンカツ いわしの梅煮 のり・玉子焼き・カニカマ

ご飯食パン献
立
名

手巻き

焼肉・レタス・スライスチーズ

白玉汁
ほうれん草の磯香和え

節分豆

ジャーマンポテト

コーンポタージュ ぶた汁

のり　玉子焼き　カニカマ　豚肉　チーズ　油
揚げ　黒糖大豆　牛乳

ご飯　こめ油　白玉餅

玉葱　にんにく　コーン　パセリ
梅干　ほうれん草　人参　ごぼう　ぶなしめじ
長葱

レタス　玉葱　人参　ごぼう　ぶなしめじ　長
葱

チキンカツ　ベーコン　生クリーム　牛乳

食パン　こめ油　じゃがいも　バター　薄力粉 ご飯　こんにゃく　じゃがいも

ブロッコリーサラダ 炒め納豆

いわし　のり　豚肉　豆腐　みそ　牛乳

白花豆コロッケ ホッケフライ 野菜入り肉だんご

ご飯　白滝　砂糖　ごま油　じゃがいも

献
立
名 小松菜とツナの和えもの

ご飯　こめ油　砂糖
ご飯　こめ油　砂糖　じゃがいも　こんにゃく
バター

ラーメン　ラード　ピザ風春巻き　こめ油　エッ
グケア　砂糖　ごま

ピザ風春巻き

ご飯　じゃがいも　エッグケア　砂糖

ポテトとコーンのサラダ

もずくのみそ汁乳酸菌飲料 具だくさんみそ汁 ごぼうサラダ たもぎ茸のみそ汁

豚肉　ツナ　もずく　みそ　牛乳

白菜　玉葱　人参　にんにく　ブロッコリー
キャベツ

玉葱　人参　ピーマン　大根　ごぼう　コーン
長葱

人参　長葱　白菜　もやし　きくらげ　にんにく
ごぼう　きゅうり

きゅうり　コーン　ほうれん草　長葱　たもぎ
茸

豚肉　生クリーム　乳酸菌飲料　牛乳 ホッケフライ　豚肉　納豆　みそ　牛乳 豚肉　ちくわ　牛乳

ご飯

バンバンジーサラダ

野菜入り肉だんご　豆腐　みそ　牛乳

ご飯

人参　玉葱　枝豆　干椎茸　小松菜　大根
長葱

ハートのコロッケ ハンバーグ 豚肉とごぼうのごま味噌煮 ホイコーロー
もやしのナムル サラダ スライスチーズ ひじきのピリッとサラダ

コンソメスープ 小袋ケチャップ

ご飯　ごま　砂糖　春雨 ご飯　こめ油　コロッケ　プリン
横割りバンズパン　ハッシュポテト　こめ油　マカロ
ニ　じゃがいも　バター ご飯　こんにゃく　砂糖　こめ油　ごま　ラー油 ご飯　こめ油　ごま　春雨

献
立
名

ビビンバ丼 だいこんピラフ 横割りバンズパン

春雨スープ
ミネストローネ

わかめスープ バレンタインデザート ハッシュポテト けんちん汁

豚肉　テンメンジャン　鶏肉　牛乳

人参　ほうれん草　にんにく　たけのこ　もやし　きくらげ
きゅうり　長葱

玉葱　大根　人参　レタス　甘夏みかん　ミニトマト
パセリ　キャベツ　コーン

人参　玉葱　セロリ　コーン　パセリ　にんにく
トマト

ごぼう　ピーマン　人参　きゅうり　キャベツ　大根
ぶなしめじ　ごぼう　長葱

生姜　キャベツ　人参　ピーマン　もやし　きゅうり
チンゲン菜　きくらげ

豚肉　豆腐　わかめ　牛乳 ウインナー　牛乳 ハンバーグ　チーズ　ベーコン　牛乳 豚肉　みそ　ひじき　ツナ　豆腐　牛乳

ポパイサラダ

ご飯
マーボー豆腐 ポークチャップ風炒め 白身魚フライ

ご飯　砂糖　片栗粉　エッグケア　ワンタン ご飯　こめ油　エッグケア　ごま うどん　じゃがいも　片栗粉　みかんゼリー

コールスローサラダ

ご飯　パン粉　こめ油　砂糖　こんにゃく

献
立
名

ご飯 ご飯

ひじきの煮物

ワンタンスープ 白菜スープ みかんゼリー

カレーうどん

ツナと切干し大根のマヨサラダ

人参　枝豆　大根　ごぼう　長葱

さばの和風カレー煮

ホキ　ひじき　油揚げ　鶏肉　豆腐　みそ　牛
乳

長葱　にんにく　干椎茸　切干大根　きゅうり　人参　ぶなし
めじ　チンゲン菜　玉葱

玉葱　にんにく　ほうれん菜　キャベツ　人参　白菜
干椎茸 長葱　玉葱　人参　干椎茸　キャベツ　コーン

豚肉　豆腐　テンメンジャン　赤みそ　ツナ
牛乳

豚肉　枝豆　ツナ　ベーコン　牛乳

さば　おから　豚肉　ひじき　油揚げ　みそ
牛乳

鶏肉　大豆　ひじき　高野豆腐　赤みそ　糸かまぼこ　油揚
げ　わかめ　みそ　牛乳

献
立
名

ご飯 和風そぼろ丼

うの花炒め 大根サラダ

 中学校２月献立表

食物アレルギーのお話

人参　舞茸　小松菜 干椎茸　玉葱　人参　大根　きゅうり　長葱

小松菜のみそ汁 じゃがいものみそ汁

ご飯　白滝　こめ油　砂糖 ご飯　こめ油　砂糖　じゃがいも

27日 28日

鶏肉　油揚げ　牛乳

とりみそ汁

20日 21日 22日 2３日 天皇誕生日 24日

13日 14日 15日 16日 17日

バレンタイン献立 セルフバーガー

６日 ７日 ８日 ９日 10日

白菜カレー ご飯 塩ラーメン ご飯 豚肉丼

１日 ２日 ３日

節分献立

新篠津村学校給食センター
TEL 57-2630  FAX 57-2322

血圧は大人になってから急に上がるものではありません。研究などにより、長い間に食べた食塩の総量が血圧の上昇に大

きく影響を及ぼすことがわかっています1。今、国をあげて「食塩のとりすぎを防ごう！」と呼びかけているのもそのため

なのです。学校給食での減塩の取り組みについては4月号と5月号のおたよりに書きました。今、学校給食は1食全体で、小

学校中高学年で2.0g未満、中学校で2.5g未満になるように作っています。

食物アレルギーは、食べ物に含ま

れるアレルゲン（主に、たんぱく

質）を異物として認識し、自分の身

体を防御するために過敏な反応を起

こすことです。原因食物や症状は人

によって異なり、重篤な症状が起こ

る場合もありますので、正しく理解

しておくことが重要です。

乳幼児期に発症したアレル

ギーは、成長とともに食べら

れるようになることが多いで

す。


