
（中学校・通常給食）

　福生市学校給食センター

(kcal) (g)

12 水 ○

七草うどん
鶏肉のから揚げ
ごま和え
プレーン蒸しパン★

752 33.3

13 木 ○

ご飯
すき焼き風煮
青のり入り卵焼き★
ひじきとツナのそぼろ炒め

748 36.5

14 金 ○

小豆ご飯
かきたま汁
鰆の柚子味噌だれ
煮しめ

758 40.6

17 月 ○

ご飯
災害備蓄用味噌汁
ホキのごまだれがけ
五目きんぴら

757 34.0

18 火 ○

ご飯
麻婆豆腐
春雨の中華サラダ
みかん★

777 32.0

19 水 コ

黒砂糖食パン★
白菜のクリームスープ
鶏肉のマッシュポテト焼き
フルーツ白玉

792 29.0

20 木 ○

ご飯
けんちん汁
モロのカレーフライ
にらともやしの和え物

754 31.3

21 金 ○

ご飯
豚ばらと白菜の味噌汁
鯖のねぎ塩焼き
じゃが芋のごまみそ煮

824 33.7

24 月 ○

ご飯
すいとん汁
鮭の塩焼き
白菜と小松菜のお浸し
(糸削り節)

729 36.9

25 火 ○
カレーライス
海藻サラダ
ぽんかん★

768 24.7

26 水 ○
スパゲッティミートソース
ツナサラダ
ヨーグルト★

802 34.8

27 木 ○

中華丼
ししゃものごま焼き(２本)
小松菜とえのきののり和え
(刻みのり)

743 35.3

28 金 ○

ご飯
大根と油揚げの味噌汁
鯨（くじら）の竜田揚げ
肉じゃが

755 35.4

31 月 ○

ご飯
中華コーンスープ
いかのチリソースがけ
白菜とチンゲンサイのサラダ

794 33.4

◎給食の実施日は学校によって異なります。 ★：片付けの時にビニール袋を使う料理です。 《問い合わせ先》

◎給食内容や食物アレルギー等について御不明な点がございましたら、学校給食センターまでお問い合わせください。 　　福生市学校給食センター

◎1月分給食費の口座引き落としは、1月31日(月)です。納め忘れのないように、残高の確認をお願いいたします。 　　(電話)　042-551-8351

◎牛乳欄の「コ」はコーヒーミルクです。
答え

◎牛乳欄の「ヨ」は飲むヨーグルトです。

学校給食週間(24日～30日)
ご飯と焼き鮭、カレーライス、ス
パゲッティ、鯨の竜田揚げなど
給食の歴史にちなんだ献立が
登場します。

14日小正月 (１月15日)
煮た小豆を入れて炊いたお粥
やご飯を食べる風習がありま
す。

830 34.2

こめ あぶら でんぷん
じゃがいも さとう

ぎゅうにゅう ぶたにく たまご
いか ハム

たまねぎ えのきたけ コーン
しょうが こまつな ながねぎ
にんにく にんじん はくさい
チンゲンサイ

こめ あぶら でんぷん さとう
ごまあぶら

※　材料の都合により献立を変更することがあります。 基準栄養量

給 食 回 数 14 回

ぎゅうにゅう あぶらあげ みそ
わかめ くじら ぶたにく

だいこん キャベツ ながねぎ
しょうが たまねぎ にんじん
しらたき さやいんげん

ぶたにく だいず チーズ
ぎゅうにゅう まぐろフレーク
ヨーグルト

にんにく しょうが セロリー
にんじん たまねぎ トマト
キャベツ こまつな コーン

スパゲッティ オリーブあぶら
あぶら さとう

ぶたにく いか ぎゅうにゅう
からふとししゃも のり

にんにく しょうが にんじん
たまねぎ たけのこ ほししいたけ
はくさい チンゲンサイ
えのきたけ キャベツ こまつな

こめ むぎ あぶら でんぷん
ノンエッグマヨネーズ ごま
さとう

とりにく あぶらあげ
ぎゅうにゅう

だいこん かぶ せり はこべ
なずな ほとけのざ ごぎょう
ながねぎ しょうが にんじん
もやし こまつな

うどん でんぷん あぶら ごま
さとう むしパン

ぎゅうにゅう ぶたにく
やきどうふ たまご あおのり
とりにく ひじき まぐろフレーク
だいず みそ

ほししいたけ はくさい
しゅんぎく しらたき ながねぎ
しょうが たまねぎ にんじん
えだまめ

こめ あぶら さとう

エネ
ルギー

たん
ぱく質 献立メモ

おもに体をつくるもとになる

令和３年度１月
学校給食予定献立表

日 曜
牛
乳

献　　立　　名

主　　な　　材　　料　　と　　そ　　の　　働　　き

おもにエネルギーのもとになるおもに体の調子を整える

ごぼう こんにゃく にんじん
ほししいたけ だいこん ながねぎ
もやし にら

こめ あぶら ごまあぶら
さといも こむぎこ パンこ
さとう

あずき ぎゅうにゅう とうふ
たまご さわら みそ とりにく

たまねぎ えのきたけ こまつな
ながねぎ しょうが ゆず ごぼう
ほししいたけ れんこん にんじん
さやいんげん

こめ あぶら でんぷん ごま
さとう さといも

ぎゅうにゅう ぶたにく
ぶたレバー だいず みそ とうふ

しょうが にんにく ながねぎ
たけのこ ほししいたけ
きくらげ にんじん チンゲンサイ
みかん

こめ あぶら さとう でんぷん
ごまあぶら はるさめ

ぎゅうにゅう
みそ わかめ なまあげ ホキ
とりにく さつまあげ だいず

こまつな えのきたけ ながねぎ
しょうが ごぼう こんにゃく もやし
にんじん　キャベツ たまねぎ
ほうれんそう

こめ あぶら でんぷん さとう
ごま じゃがいも

12日 人日の節句 (１月７日)
７日の朝に七草がゆを食べ
て、その年の無病息災を願い
ます。給食では七草を使用し
たうどんを提供します。

　春の七草

17日　阪神・淡路大震災が起
きた日
27年前の震災の教訓を忘れな
いよう、防災食育センターで備
蓄されている災害用味噌汁を
使います。

20日　栃木県の郷土料理
けんちん汁は栃木県の郷土料
理です。栃木県では、モロ（もう
かざめ）がよく食べられていま
す。また、ニラやもやしの生産
が盛んです。

ぶたにく だいず ぎゅうにゅう
かいそうミックス

にんにく しょうが たまねぎ
にんじん りんご キャベツ
こまつな ぽんかん

こめ あぶら じゃがいも
オリーブあぶら さとう

ぎゅうにゅう ぶたにく みそ
さば とりにく

だいこん にんじん はくさい
ぶなしめじ ながねぎ にんにく
しょうが たまねぎ こんにゃく
ほししいたけ えだまめ

こめ あぶら さとう ごまあぶら
じゃがいも ごま

ぎゅうにゅう ぶたにく
あぶらあげ みそ さけ
かつおぶし

にんじん ごぼう だいこん
ほししいたけ ながねぎ はくさい
こまつな

こめ あぶら じゃがいも
すいとん

コーヒーミルク ぎゅうにゅう
とりにく チーズ

たまねぎ にんじん ぶなしめじ
はくさい ほうれんそう
パイナップル もも みかん

くろざとうパン あぶら こむぎこ
バター ノンエッグマヨネーズ
じゃがいも しらたまもち さとう

ぎゅうにゅう とうふ もうかざめ

☆にんじんを

さがしてみてね

小豆の赤い色が

邪気を払ってくれるといわ

れています。

明治22年に山形県の

鶴岡市の小学校でお

にぎりと焼き鮭を提供

したことが、学校給食

の始まりです。

家庭でも、非常食などの

備蓄品を準備しておこう


