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デザート 肉･魚･大豆･卵･牛乳･海藻など 穀類･芋･砂糖･油など 野菜･果物・きのこなど (kcal） （グラム）

やさいサラダ 牛乳・とりにく こめ・むぎ・サラダ油 たまねぎ・にんじん・マッシュルーム・もやし 575 20.3
はるさめスープ カレー粉・さとう・ごま油 グリンピース・キャベツ・ほうれんそう・にら

りんご はるさめ ホールコーン・レモン汁・りんご 736 26.0
にくどうふ 牛乳・もめんどうふ・ぶたにく こめ・むぎ・サラダ油 たまねぎ・にんじん・えのき・キャベツ 629 31.0
ゆかりあえ かつおぶし・すまき・わかめ さとう・そうめん いとこんにゃく・ねぎ・こまつな

にゅうめん しめじ・あおじそ 805 39.7
ポテトのミートグラタン 牛乳・ぶたミンチ・チーズ こめ・むぎ・じゃがいも たまねぎ・にんじん・マッシュルーム 624 22.4
ブロッコリーのごまあえ ベーコン バター・さとう・ごま にんにく・ブロッコリー・はくさい・しめじ

コンソメスープ 799 28.7
牛乳・とりにく・油あげ・さけ こめ・むぎ・さとう・ごま にんじん・しめじ・干ししいたけ 655 37.9
白みそ・合みそ・ツナ かたくり粉 えのき・キャベツ・こまつな・ゆのす

もめんどうふ・たまご チンゲンサイ・ねぎ 838 48.5
カリポリサラダ 牛乳・ぶたにく・たまご こめ・むぎ・ハヤシルウ・サラダ油 たまねぎ・マッシュルーム・グリンピース 708 22.7
さつまいもケーキ さとう・バター・こむぎ粉 にんじん・にんにく・きゅうり・だいこん

ベーキングパウダー・さつまいも ホールコーン 906 29.1
こんにゃくサラダ 牛乳・ぶたミンチ・ひじき こめ・サラダ油・さとう たまねぎ・にんじん・しょうが・にんにく 642 25.3
すましじる 赤だしみそ・たまご・やきぶた かたくり粉・ごま油・ごま にら・つきこんにゃく・こまつな・しめじ

もめんどうふ・わかめ ねぎ 822 32.4
牛乳・とりにく・もめんどうふ こめ・かたくり粉・なたね油 にんにく・しょうが・にんじん・キャベツ 846 31.8
合みそ じゃがいも・マヨネーズ ホールコーン・グリンピース・だいこん

プリンの素 たまねぎ 1083 40.7
さばのしょうがに 牛乳・さば・もみのり こめ・むぎ・さとう・サラダ油 しょうが・こまつな・もやし 625 31.3
こまつなののりあえ とりにく・もめんどうふ さといも 干ししいたけ・にんじん・ごぼう

けんちんじる ねぎ・いたこんにゃく 800 40.1
ぶたにくとやさいのチャプチェ 牛乳・ぶたにく・たまご ピタパン・さとう・ごま油 にんじん・たまねぎ・青ピーマン・りんごす 697 27.9
マカロニサラダ バター・サラダ油・マカロニ キャベツ・にんにく・きゅうり・ホールコーン

ごまチュイール 892 35.7
　　キムチあえ 牛乳・ぶたにく・えび・いか こめ・むぎ・サラダ油・ごま油 たけのこ・たまねぎ・にんじん・はくさい 621 28.4
　　こまつなとたまごのスープ うずらたまご・ベーコン・たまご かたくり粉 ねぎ・きくらげ・しょうが・はくさいキムチ

だいこん・こまつな 795 36.4
とりにくとさといものあげがらめ 牛乳・かちり・とりにく・油あげ こめ・むぎ・サラダ油 しょうが・こまつな・はくさい・ゆず・ゆのす 672 26.1
ゆずかあえ もめんどうふ・わかめ さといも・かたくり粉・ごま しめじ・ねぎ

すましじる なたね油・さとう 860 33.4
れんこんのきんぴら 牛乳・とりミンチ・たまご こめ・むぎ・さとう・サラダ油 ほうれんそう・れんこん・にんじん・たけのこ 668 31.9
いしかりなべ とりにく・さけ・ぶたにく ごま・さといも いとこんにゃく・いたこんにゃく

白みそ・赤みそ だいこん・はくさい・えのき 855 40.8
マーボーはるさめ 牛乳・ぶたミンチ・赤みそ こめ・むぎ・サラダ油 たまねぎ・にんにく・しょうが・ねぎ 635 20.3
はくさいのゆずみそあえ わかめ・白みそ さとう・ごま・かたくり粉 干ししいたけ・はくさい・にんじん

みかん はるさめ ゆのす・みかん 813 26.0
ちくわのおちゃあげ 牛乳・ちくわ・たまご こめ・むぎ・こむぎ粉 粉ちゃ・かぶ・しょうが・チンゲンサイ 633 24.8
かぶのそぼろに とりミンチ・白みそ・赤みそ かたくり粉・なたね油 はくさい・にんじん・きゅうり・ゆのす

みずキムチふう サラダ油・さとう・ごま油 810 31.7
ひじきいりハンバーグ 牛乳・とりミンチ・ぶたミンチ こめ・きび・パン粉 たまねぎ・にんじん・キャベツ・ほうれんそう 690 30.3
やさいサラダ ひじき・もめんどうふ オリーブ油・さとう ホールコーン・レモン汁・しめじ・ねぎ

みそしる たまご・油あげ・わかめ・合みそ 883 38.8
りんごサラダ 牛乳・とりにく・スキムミルク こめ・むぎ・サラダ油・さとう たまねぎ・にんじん・グリンピース・りんご 650 20.2
コーンスープ 生クリーム コーンスターチ・はちみつ キャベツ・りんごす・レモン汁

ゆずゼリー クリームコーン・ゆのす 832 25.9
きびなごのあおのりあげ 牛乳・きびなご・合みそ こめ・むぎ・なたね油 かぼちゃ・キャベツ・にんじん・ごぼう 643 24.2
かぼちゃサラダ もめんどうふ サラダ油・じゃがいも しめじ・ねぎ・ホールコーン

こんさいみそしる 823 31.0
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中学：給食なし

１月２４日：給食記念日
１月２４日～３０日：全国学校給食週間

１月２４日は、戦後、給食が再び始まったことを記念して
つくられた『給食記念日』です。給食や、給食にたずさわる人々に

感謝をする日としています。

いの町内の小・中学校では、それぞれの学校で
違う献立をつくっているのですが、この記念日に
合わせて、２４日～２６日の３日間は、町内で同じ
献立をします。また、それぞれの地域の食材を使
います。地域のとれたて食材を味わいながら、こ
れらを育て、運び、料理してくれた人に、感謝をし
て食べてくださいね。

１月に出る吾北の食べもの

干ししいたけ ゆのす

だいこん きび

もめんどうふ いとこんにゃく



エネルギー
(kcal)

たんぱく質(g)カルシウム(mg)食物せんい(g)

小学生（中学年） 660 26.9 360 5.3
中学生 806 32.5 397 6.8
標準量(小学校中学年） 640 24.0 350 5.0

その１：ゆっくり、よくかんで食べよう！
その２：かむことが健康に良いことを知ろう！

3.4
2.5ｇ以下

１月の栄養価

月平均 食塩相当量(g)

2.7

≪１月：給食の目標 ≫
「 よくかんで、食べよう！ 」

＜中学１～３年生＞ １／２２（月） ・・・ 代休

１月分の給食費は・・・

１月１０日（水） （※２５日（木）に再度）

に、引き落とします。

残高確認をよろしくお願いいたします。

＜引き落とし金額＞

小学校 ４，６００ 円

中学校 ４，９００ 円

給 食 費

か み か み 献 立

１５日・２４日・３１日

よくかんで食べる
メニューの日です！

（小）先生・中２ リクエスト献立！

※ 休止のお知らせ ※

１２日（金）吾北小 先生 リクエスト
主食：きのこを使った

「炊き込み風ごはん」。

主菜：鮭にごまみそをかけて焼いてます。

副菜：みんなにも大人気！

ツナを使った和え物。

汁物：たまごが入ったあたたかいスープ。

１７日（水）吾北中２年生 リクエスト

主食：お米のおいしさ１００％！

主菜：みんな大好き！

「とりの○○○○」

副菜：じゃがいもが主役。

マヨネーズをかけて食べてね。

汁物：あったかくてやさしい汁物。

いつも給食で出てるよ。

デザート：久しぶりの登場！「○リ○」


