
主食（添加物） 牛乳 お か ず

679 27.6
822 33.0
640 24.0
820 30.0

15回
※献立は材料の都合で若干変更もあります。

★印は、クラスに１本ずつ配ります。●印は、学校直送です。
今月使用予定の三芳町でとれた食品は、太字で記載してあります。

※19日(木)と26日(木)の献立は
学校によって主菜が異なります。
A： 三芳小、 藤久保小、 唐沢小
B：竹間沢小、上富小、全中学校

平均栄養量

基準栄養量

※｢主な使用食材の産地｣｢放射性物質測定結果｣については、ホームページ（www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/study/committee/gakkou_kyuusyoku.html）をご覧下さい。

ごはん、米油、ごま
油、きびざとう、でん
粉、ラ－油

牛乳、豚ひき肉、絞り豆
腐、赤みそ、ポークシュウ
マイ、えび

にんにく、生姜、にんじん、たけ
のこ、干ししいたけ、長ねぎ、た
まねぎ、もやし、チンゲンサイ

677 30.9

830 36.9
31 火 ごはん ○

　マーボー豆腐
しゅうまい（小学２個/中学３個）
えびとチンゲン菜の炒め物

おにぎり(わかめ)、お
にぎり(白)、ほうと
う、きびざとう、米
油、白いりごま

牛乳、鶏小間、油揚げ、白
みそ、赤みそ、さけ切り身

にんじん、かぼちゃ、長ねぎ、ほ
うれんそう、せん切りたくあん、
きゅうり、キャベツ

612 27.3

758 33.1
30 月

おにぎり ○
おっきりこみ（みそ味）
　さけの塩焼き
　ふるさと漬け

ごはん、すいとん、小
麦粉、でん粉、米油

牛乳、鶏小間、油揚げ、な
ると、鶏切り身、糸けずり
ぶし

にんじん、ごぼう、こまつな、長
ねぎ、かぼちゃペ－スト、生姜、
にんにく、菜の花、ほうれんそ
う、もやし

676 25.5

849 31.9
27 金 ごはん ○

２色すいとん汁
鶏の塩から揚げ（小１個/中２個）
菜の花のおひたし

　　　　ツイストパ
ン、きびざとう、ツイ
ストマカロニ、米油、
小麦粉、バタ－

牛乳、鶏ひき肉、貝入り鶏
団子、木綿豆腐、フランク
フルト、鶏小間、生クリ－
ム、ピザ用チ－ズ

にんじん、キャベツ、長ねぎ、セ
ロリ、たまねぎ、マッシュル－
ム、みかん缶、パイン缶、白桃
缶、ナタデココ

【A】

595
【A】

25.5
【B】

686
【B】

29.2
871 35.8

26 木 ツイストパン ○

貝入り鶏団子スープ
A：フランクのケチャップソースかけ
B：マカロニグラタン
ナタデココポンチ

ソフトめん、米油、
きびざとう、でん粉、
　　　  じゃがいも、
　　　　　　ごま油

牛乳、豚ひき肉、大豆、あ
おのり、まぐろ油漬け

にんにく、たまねぎ、にんじん、
オニオンペースト、マッシュル－
ム、パセリ、トマトピュ－レ－、
セロリ、生姜、ほうれんそう、
キャベツ

726 30.0

897 36.4

25 水 ソフトめん ○
つけミートソース
青のりポテトビーンズ
ほうれんそうとツナのサラダ

ごはん、里芋、米油、
きびざとう、白いりご
ま

牛乳、鶏もも角切り肉、さ
つま揚げ、厚焼きたまご、
ちりめんじゃこ、糸けずり
ぶし

にんじん、だいこん、ごぼう、た
けのこ、三角こんにゃく、さやい
んげん、こまつな

621 24.9

754 30.1
24 火 ごはん ○

筑前煮
厚焼きたまご
三芳産小松菜とジャコのふりかけ

バターロール、米油、
バタ－、小麦粉、きび
ざとう

牛乳、鶏小間、ホタテフ
レーク、白身魚角切澱粉付
き、ベ－コン

にんじん、たまねぎ、チンゲンサ
イ、生姜、トマトピュ－レ－、
キャベツ、ブロッコリ－、カリフ
ラワ－、ホ－ルコ－ン

664 27.4

850 34.3
23 月 バターロール ○

ほたてとチンゲンサイの
　　　　　　　　　クリームスープ
白身魚のケチャップソース和え
ブロッコリーとコーンのカレーソテー

ごはん、米油、ごま
油、でん粉、きびざと
う、ラ－油

牛乳、豚小間、なると、え
び、うずら卵、春巻き

にんじん、たまねぎ、たけのこ、
はくさい、さやえんどう、セロ
リ、もやし、きゅうり

664 23.8

816 30.9
20 金 ごはん ○

中華あんかけ
春巻き
きゅうりともやしのナムル

パインパン、米油、ツ
イストマカロニ、小麦
粉、バタ－、きびざと
う

牛乳、豚ももせん切り肉、
鶏小間、生クリ－ム、ピザ
用チ－ズ、フランクフル
ト、海そうミックス、ささ
身

にんじん、たまねぎ、えのきだ
け、はくさい、さやえんどう、生
姜、マッシュルーム、水菜、キャ
ベツ

【A】

670
【A】

25.8
【B】

579
【B】

22.1

738 28.2

19 木 パインパン ○

白菜のスープ
A：マカロニグラタン
B：フランクのケチャップソースかけ
ささみ入り海そうサラダ
★卓上たまねぎドレッシング

ごはん、米油、
里芋、きびざとう、
　でん粉、ごま油

牛乳、鶏ひき肉、さつま揚
げ、ホッケねぎみそ漬、
ショルダ－ハム、糸けずり
ぶし

だいこん、にんじん、三角こん
にゃく、生姜、さやえんどう、ほ
うれんそう、キャベツ、ホ－ルコ
－ン

602 28.1

739 34.0
18 水 ごはん ○

三芳産里芋と大根のそぼろ煮
ホッケのねぎみそ焼
変わりおひたし

ごはん、米油、じゃが
いも

牛乳、豚もも角切り肉、シ
－フ－ドミックス（えび・
いか・ほたて）、スキムミ
ルク、豚小間

にんにく、たまねぎ、にんじん、
セロリ、キャベツ、ホ－ルコ－
ン、りんご

690 23.9

938 32.5
17 火 ごはん ○

シーフードカレー
キャベツとコーンのソテー
りんご

ごはん、米油、じゃが
いも、白すりごま、白
いりごま、きびざとう

牛乳、豚小間、赤みそ、白
みそ、さばの西京揚げ

ごぼう、にんじん、だいこん、た
まねぎ、こんにゃく、はくさいキ
ムチ、長ねぎ、こまつな、もや
し、しめじ

683 24.8

827 29.3
16 月 ごはん ○

キムチ豚汁
さばの西京揚げ
小松菜のごま和え

ごはん、米油、小麦
粉、パン粉、きびざと
う

牛乳、豚小間、なると、赤
みそ、白みそ、いか、鶏小
間、油揚げ、ひじき

かぶ、えのきだけ、はくさい、に
んじん、干ししいたけ、えだ豆、
糸こんにゃく

663 29.0

804 35.3
13 金 ごはん ○

白菜とかぶのみそ汁
手作りいかフライ
ひじきご飯の具　　　★卓上ソース

こどもパン、米油、
ポテトニョッキ、
きびざとう

牛乳、鶏小間、豆乳、ハン
バ－グ

にんじん、たまねぎ、ホ－ルコ－
ン、コーンペースト、クリーム
コーン、パセリ、生姜、マッシュ
ル－ム、いちご

646 25.7

835 32.3
12 木 こどもパンスラ

イス
○

ニョッキ入り豆乳コーンポタージュ
ハンバーグの
　　　　マッシュルームソースかけ
いちご（小学２個/中学３個）

地粉うどん、きびざと
う、小麦粉、米油

牛乳、豚小間、油揚げ、
カットちくわ、あおのり、
炒り卵、まぐろ油漬け

にんじん、干ししいたけ、だいこ
ん、長ねぎ、こまつな

631 26.7

827 34.7
11 水 埼玉産　地粉う

どん
○

みぞれうどん汁
 小：ちくわの磯辺揚げ
 中：ちくわの二色揚げ(磯辺/カレー)
にんじんしりしり

赤 緑 (Kcal) (g)

働く力や熱になる食品 血 や 骨 や 肉 に な る 食 品 体 の 調 子 を 整 え る 食 品 小／中 小／中

平成
28年度 1 月 分 学 校

が っ こ う

給 食
き ゅ うし ょく

献 立
こ ん だ て

予 定
よ て い

表
ひょう

三芳町立学校給食センター

日 曜 こ　ん　だ　て
食　　品　　名 熱　量 たん白質

黄

A⇒三小・藤小・唐小

B⇒竹小・上小・中学

おにぎり、塩さけ、菜の漬物

学校給食は、明治22年に山形県

鶴岡町忠愛小学校で、貧しく生活に

困っている児童を対象に昼食を出し

たことが始まりだとされています。

ミルク（脱脂粉乳）、トマトシチュー

コッペパン、ミルク（脱脂粉乳）、

ポタージュスープ、コロッケ、

せんキャベツ、マーガリン

ソフトめんのカレーあんかけ、

牛乳、甘酢あえ、

果物（黄桃）、チーズ

カレーライス、牛乳、塩もみ、

果物（バナナ）、スープ

戦後、栄養失調状態の子どもを救

うため、アメリカの民間団体からの援

助物資（ララ物資）により、昭和21年

12月24日に学校給食が再開されま

した。これを記念して、冬休みに重

ならない1月24日からの1週間を「全

国学校給食週間」としています。

アメリカからの寄贈小麦を使用し

たパン、ミルク、おかずによる完全

給食が8大都市で実施されました。

昭和39年以降、学校給食に本格

的に牛乳が取り入れられるようにな

りました。

米飯は、教育上有意義と考えら

れ、昭和51年度以降は米飯給食

が広がりました。

「生きた教材」として給食の時間や各教科等と関連して

指導が行われたり、バランスの良い学校給食が子どもたち

の心身の健康を支える役割があります。

現在の

給食

みなさんはどのようなお正月を過

ごしましたか？冬休み、どんな生活

をしていたのかちょっと心配です。

さあ、新しい年の始まりです！

好き嫌いのある人は、何でも食べる

ように努力し、ない人はワンランク

アップして『"知的"な食べ方』がで

きるようになるといいですね。自分

なりの目標を立て、元気な1年を過

ごしてほしいと思います。

◆小学1～3年：わかめ

◆小学4～6年･先生､ 中学

：わかめ・白

A⇒三小・藤小・唐小

B⇒竹小・上小・中学


