
エネルギー

血や肉や骨になる 熱や力になる 体の調子を整える その他 たんぱく質

チキンパティ ぎゅうにゅう ベーコン パン ノンエッグマヨネーズ きゅうり キャベツ にんじん 779

ツナサラダ チキンパティ あぶら マカロニ ブロッコリー パセリ 35.3

トマトスープ ノンドリップツナ ひよこまめ たまねぎ トマト

ポークチャップ ぎゅうにゅう ぶたにく とりにく こめ むぎ さとう ごま たまねぎ にんじん ピーマン 758

野菜の甘酢あえ ちくわ とうふ きゅうり キャベツ ねぎ にぼし 33.2

かきたま汁 たまご わかめ

ししゃもフライ② ぎゅうにゅう とりにく あつあげ こめ ごま さとう ごまあぶら きゅうり キャベツ もやし 802

五色あえ ししゃも あぶら こんにゃく じゃがいも コーン にんじん たまねぎ かつおぶし 30.9

じゃがいものそぼろ煮 いんげん

鯛の香草焼き ぎゅうにゅう たい チーズ こめ むぎ パンこ キャベツ きゅうり にんじん 770

ごま和え とりにく ちくわ だいず オリーブオイル さとう しいたけ だいこん ごぼう ねぎ にぼし 36.7

いちょうば汁 ごま さといも あぶら えだまめ

照り焼きチキン ぎゅうにゅう とりにく こめ じゃがいも さとう あぶら ブロッコリー たまねぎ にんじん 769

じゃがいもとベーコンのサラダ ベーコン つみれ とうふ はくさい しいたけ ねぎ にぼし 31.9

つくね汁

かぼちゃキッシュ ぎゅうにゅう たまご ベーコン ミルクパン さとう ごま あぶら かぼちゃ たまねぎ しめじ はくさい 787

グリーンサラダ チーズ とりにく キャベツ きゅうり ピーマン 34.0

白菜スープ にんじん しいたけ だいこん ねぎ

ナゲット ぎゅうにゅう ぶたにく ハム こめ むぎ あぶら たまねぎ にんじん しょうが 857

シモンドレッシングサラダ ナゲット じゃがいも にんにく りんご コーン 28.0

だいこん きゅうり

冬野菜のみそグラタン ぎゅうにゅう とりにく チーズ こめこパン マカロニ かぶ ブロッコリー ねぎ しめじ 740

にんじんサラダ ノンドリップツナ ベーコン あぶら パンこ バター さとう にんじん キャベツ コーン 34.1

ラビオリスープ はくりきこ ラビオリ たまねぎ パセリ

いわし梅煮 ぎゅうにゅう とりにく とうふ こめ あぶら さとう ごま ひじき にんじん だいこん ねぎ 772

大根のごまマヨあえ いわし ハム ちくわ あつあげ ノンエッグマヨネーズ こんにゃく きゅうり ごぼう しいたけ にぼし 36.9

五目汁

★中学生アイデアメニュー★ ミートボール④ ぎゅうにゅう とうにゅう ちりめん こめ さとう ごま ごまあぶら トマト きゅうり だいこん ねぎ 704

ごまじゃこサラダ ミートボール とりにく にんじん もやし はくさい 21.9

もやしとワカメのスープ わかめ

★昔の給食★ くじらメンチカツ ぎゅうにゅう とりにく パン あぶら さとう じゃがいも  にんじん きゅうり コーン 835

白菜の和えもの くじらメンチカツ たまねぎ グリンピース 27.1

コーンシチュー はくさい 

★中学生アイデアメニュー★ ナムル ぎゅうにゅう ぶたにく とりにく こめ むぎ さとう ごまあぶら しょうが たまねぎ にんじん 761

春雨スープ ちくわ でんぷん ごま にら はくさい きゅうり もやし 28.1

はるさめ はくさいキムチ しいたけ ねぎ

★中学生アイデアメニュー★ 真鯛フライ ぎゅうにゅう たい こめ あぶら ノンエッグマヨネーズ キャベツ きゅうり にんじん 774

白ごはん
湯通しキャベツのツナカレーマヨあえ ツナ つみれ はるさめ たまねぎ もやし しいたけ ねぎ 27.0

野菜団子スープ しょうが

★中学生アイデアメニュー★ 鶏のトマト煮  ぎゅうにゅう とりにく ハム こめ むぎ あぶら さとう トマト ブロッコリー エリンギ 832

ビーンズサラダ ミックスビーンズ ベーコン じゃがいも マカロニ きゅうり キャベツ にんじん 30.2

野菜のスープ煮 たまねぎ はくさい しいたけ

あじごまフライ ぎゅうにゅう あじ こめ あぶら さといも きゅうり キャベツ にんじん 698

おかかあえ ちりめん さばぶし だいこん はくさい しいたけ ねぎ にぼし 25.1

冬野菜のみそ汁 あつあげ
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１月 給食献立表 
牛深学校給食センター （７２－４１５８） 

１月２４日～３０日は、全国学校給食週間です。 

 全国学校給食週間は、戦後、学校

給食が再開されたことを記念して作

られました。給食週間中には、明治

時代や昭和時代の給食をイメージし

た、「昔の給食メニュー」が登場し

ます。当時とは比べ物にならないほ

ど、食べ物が豊かになった現在です

が、この給食週間を通して、食事や

健康の大切さ、わたしたちの食生活

を支えてくれている人々への感謝な

ど、今一度振り返って考えてみま

しょう。 

★中学生が考えた学校給食アイディアメニュー★ 
 河浦中学校、牛深中学校、牛深東中学校の中学生が考えたアイディアメニューが給

食に登場します！お楽しみに♪（調理の都合上少しアレンジしています。） 

 １７日（月）「じゃがいもとベーコンのサラダ」             （牛深中） 

 １８日（火）「かぼちゃのキッシュ」                （河浦中） 

 ２０日（木）「冬野菜のみそグラタン」              （牛深東中） 

 ２１日（金）「鶏とひじきの混ぜご飯」                 （牛深中） 

 ２４日（月）「もやしとワカメのスープ」                （河浦中） 

 ２６日（水）「野菜たっぷり豚キムチ丼」             （牛深中） 

 ２７日（木）「湯通しキャベツのツナカレーマヨあえ」         （牛深東中） 

 ２８日（金）「鶏のトマト煮」                        （牛深東中） 
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