
きいろ あか みどり エネルギー たんぱく

ねつやちからになる ちやにくやほねになる からだのちょうしをととのえる (kcal) しつ(ｇ)

ぜんざい コッペパン さとう ぎゅうにゅう こまつな 

こまつなのサラダ こむぎこ ソーセージ あずき もやし 738 21.7

しらたまこ わかめ にんじん

ぞうに こめ もち ぎゅうにゅう かまぼこ にんじん はくさい

いわしのしょうがに むぎ ごま さとう とりにく ちくわ しいたけ しょうが 657 24.2

こうはくなます いわし ほうれんそう だいこん

ワンタンスープ　 しょくパン さとう ぎゅうにゅう にんじん きくらげ

うまかコロッケ ごまあぶら ぶたにく とりにく もやし はくさい えだまめ 767 25.5

アーモンドサラダ　 ワンタン あぶら アーモンド ばにく しいたけ キャベツ きゅうり 

ふゆやさいのみそしる こめ さとう ぎゅうにゅう だいこん はくさい

たいのてりやき むぎ さといも あぶらあげ まだい にんじん たまねぎ かぶ 646 29.4

かぶのすのもの しいたけ もやし 

ちゅうかはくさいスープ こめ ごま ぎゅうにゅう とりにく はくさい たまねぎ しめじ

シューマイ むぎ ごまあぶら だいず しいたけ しょうが 618 24.9

ほうれんそうとひじきのサラダ ひじき ほうれんそう にんじん  もやし

コンソメスープ　 にんじんパン さとう ぎゅうにゅう チーズ にんじん たまねぎ きゅうり

ふゆやさいのミートチーズやき マカロニ じゃがいも とりにく いりこ もやし しめじ キャベツ 671 29.8

かみかみサラダ アーモンド ぶたにく だいず えのきたけ ブロッコリー カリフラワー

ちゅうかうまに こめ あぶら ぎゅうにゅう かまぼこ しょうが たまねぎ たけのこ

くきわかめのきんぴら むぎ さとう ごま ぶたにく てんぷら にんじん はくさい 600 20.7

ごまあぶら でんぷん こんにゃく うずらのたまご わかめ きくらげ しいたけ いんげん 

とうにゅうスープ コッペパン さとう ごま きびなご とうにゅう ほうれんそう たまねぎ しめじ

きびなごカリカリフライ パンこ カシューナッツ ぎゅうにゅう にんじん コーン 553 25.3

カシューナッツあえ じゃがいも あぶら ごまあぶら とりにく キャベツ きゅうり もやし

かいそうサラダ　 こめ さとう ぶたにく しょうが たまねぎ しめじ

こくとうビーンズ むぎ じゃがいも ぎゅうにゅう にんじん きゅうり 708 21.3

くろざとう あぶら だいず かいそう グリンピース もやし ごぼう

はくさいのみそしる こめ ごま ぎゅうにゅう とうふ はくさい たまねぎ えのきたけ

さばのしおやき むぎ さとう あぶらあげ さば にんじん ほうれんそう 638 23.9

ほうれんそうのごまあえ もやし

すりみはるさめスープ しょくパン さとう ぎゅうにゅう たら にんじん たまねぎ

がねあげ こむぎこ はるさめ とうふ だいず わかめ しいたけ しょうが 661 24.7

シモンサラダ あぶら さつまいも たまご ロースハム キャベツ きゅうり もやし

だごじる こめ むぎ ぎゅうにゅう あぶらあげ にんじん ごぼう

しのだに こむぎこ さといも とりにく ちくわ しいたけ ねぎ キャベツ 674 23.8

ゆかりあえ きゅうり もやし ゆかり

しょうゆラーメン こくとうパン さとう ぎゅうにゅう もやし たまねぎ みかん

とりのスタミナやき めん ごま やきぶた うずらのたまご にんじん にんにく 714 30.6

みかんサラダ ごまあぶら とりにく わかめ えのきたけ キャベツ きゅうり 

のっぺいじる こめ ごま ぎゅうにゅう ちくわ にんじん ごぼう

たいのしおやき むぎ こんにゃく とりにく あつあげ ねぎ キャベツ 710 33.1

ごまネーズあえ さといも でんぷん まだい だいず もやし

にくじゃが こめ さとう ぎゅうにゅう てんぷら たまねぎ にんじん

ちぐさやき むぎ じゃがいも ぶたにく グリンピース きゅうり 675 21.4

ふゆのすのもの こんにゃく ごま たまご  わかめ だいこん 

※都合により、献立や材料が変更になる場合があります。

現在
　現在の給食は栄養補給だけでなく、子どもたちが望ましい食習慣や食に関
する正しい知識・実践力を身に付けるための重要な役割を担っています。

　１月２４日～３０日は全国学校給食週間です。今では当たり前のように毎日
食べることができている給食ですが、いつ・どんな目的で始まったのでしょうか。

明治
２２年

　山形県で、お弁当を持ってくることができない子どもたちにご飯や野菜を
中心とした昼食を出したのが給食の始まりです。その後全国へと広まりまし
た。

戦後
　戦後、栄養不足の子どもたちのために、学校給食が本格的に始まりまし
た。この当時、日本にはまだ食料が少なく、外国の助けを受けて、給食を出
していました。

26 すい

きゅうきゅう
ごもくごはん

全国学校給食週間がはじまります！

27 もく こくとうパン

28 きん むぎごはん

31 げつ むぎごはん

24 げつ むぎごはん

25 か しょくパン

20 もく コッペパン

21 きん ポークカレー

18 か にんじんパン

19 すい むぎごはん

14 きん むぎごはん

17 げつ むぎごはん

13 もく しょくパン

12 すい むぎごはん

令和４年　１月　こんだてよていひょう

ひ よう しゅしょく
ぎゅう
にゅう おかず

おもなざいりょう えいようりょう

　あけましておめでとうございます
　2022年がスタートしました！今年もみなさんが健康で元気に過ごせるよう、
栄養満点でおいしい給食を作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします！
　1月はお正月をはじめ、さまざまな行事があります。日本の伝統的な食文化に触れてみましょう。

11 か ホットドッグ

新和学校給食センター 

≪今月の天草産≫ 

しいた

きゅうり 

まだい 

いんげん 

天草宝島お魚給食 

リクエスト給食 

(新和小１年生) 

防災給食 

ふるさとくまさんデー 
(天草地区) 

給食記念週間 

～３０日 


