
黄 赤 緑 エネルギー たんぱく質

主にエネルギーになる 主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える (kcal) (ｇ)

雑煮 米 もち 牛乳 かまぼこ 人参 白菜

いわしのしょうが煮 麦 ごま 砂糖 鶏肉 ちくわ しいたけ しょうが 865.0 31.3

紅白なます いわし ほうれん草 大根

ワンタンスープ　 食パン 砂糖 油 牛乳 人参 きくらげ

うまかコロッケ ワンタン ごま油 豚肉 鶏肉 もやし 白菜 枝豆 883.0 29.5

アーモンドサラダ アーモンド 馬肉 しいたけ キャベツ きゅうり

冬野菜のみそ汁 米 砂糖 牛乳 油揚げ 大根 白菜

鯛の照り焼き 麦 真鯛 人参 たまねぎ 793.0 32.8

かぶの酢の物 さといも しいたけ かぶ もやし

中華白菜スープ 米 ごま油 牛乳 鶏肉 白菜 たまねぎ しめじ しょうが

シューマイ 麦 ごま 大豆 しいたけ もやし 814.0 31.6

ほうれん草とひじきのサラダ 小麦粉 ひじき ほうれん草 人参

コンソメスープ　 にんじんパン 砂糖 牛乳  チーズ 人参 たまねぎ もやし

冬野菜のミートチーズ焼き じゃがいも 鶏肉 いりこ しめじ キャベツ きゅうり 809.0 36.5

かみかみサラダ マカロニ アーモンド 豚肉 大豆 えのきたけ ブロッコリー カリフラワー

中華うま煮 米 油 砂糖 牛乳 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 麦 ごま油 ごま 豚肉 うずらの卵 人参(根･皮つき･生) 白菜 772.0 25.3

でんぷん こんにゃく 天ぷら きくらげ しいたけ いんげん 

豆乳スープ コッペパン 砂糖 油 きびなご 豆乳 ほうれん草 たまねぎ しめじ

きびなごカリカリフライ パン粉 小麦粉 カシューナッツ 牛乳 人参 コーン 711.0 32.0

カシューナッツ和え ごま じゃがいも ごま油 鶏肉 キャベツ きゅうり もやし

海藻サラダ　 米 砂糖 油 豚肉 海藻 しょうが たまねぎ しめじ

黒糖ビーンズ 麦 じゃがいも 牛乳 人参 きゅうり 874.0 25.8

黒砂糖 大豆 グリンピース もやし ごぼう

白菜のみそ汁 米 ごま 牛乳 豆腐 白菜 たまねぎ えのきたけ

さばの塩焼き 麦 砂糖 油揚げ 人参 もやし 811.0 29.2

ほうれんそうのごま和え さば ほうれん草

すり身春雨スープ 食パン 砂糖 油 牛乳 豆腐 人参 たまねぎ

がね揚げ はるさめ さつまいも 卵 ハム しいたけ しょうが 796.0 29.6

シモンサラダ 小麦粉 わかめ キャベツ きゅうり もやし

だご汁 米 麦 牛乳 油揚げ 人参 ごぼう

信田煮 さといも 小麦粉 鶏肉 ちくわ しいたけ ねぎ キャベツ 838.0 28.0

ゆかり和え　 きゅうり もやし ゆかり

しょうゆラーメン 黒糖パン 砂糖 牛乳 焼豚 もやし たまねぎ

とりのスタミナ焼き 麺 ごま油 うずらの卵 人参 にんにく えのきたけ 878.0 38.5

みかんサラダ ごま 鶏肉 わかめ みかん キャベツ きゅうり

のっぺい汁　 米 ごま 牛乳 ちくわ 人参 ごぼう

たいの塩焼き 麦 こんにゃく 鶏肉 厚揚げ ねぎ キャベツ 881.0 37.8

ごまネーズあえ さといも でんぷん 真鯛 大豆 もやし

肉じゃが 米 砂糖 牛乳 天ぷら たまねぎ 人参

千草焼 麦 じゃがいも 豚肉 卵 グリンピース きゅうり 890.0 26.9

冬の酢の物　 こんにゃく ごま わかめ 大根 

全国学校給食週間がはじまります！

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。

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。

31 月 麦ごはん

※都合により、献立や材料が変更になる場合があります。

27 木 黒糖パン

28 金 麦ごはん

25 火 食パン

26 水 救給五目ごはん

21 金 ポークカレー

24 月 麦ごはん

19 水 麦ごはん

20 木 コッペパン

17 月 麦ごはん

18 火 にんじんパン

14 金 麦ごはん

13 木 食パン

令和４年　１月　献立予定表

日 曜 主食 牛乳 おかず

主　な　材　料 栄 養 量

　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。

12 水 麦ごはん

新和学校給食センター 

天草宝島お魚給食 


