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令和3年度 1月 給食こんだて表
海津市学校給食センター

( 　)内の数は(小･中)を表しています

小学校のエネルギー(ｋｃａｌ)は、3・4年生を基準としたものです

月 火 水 木 金

13 1411 12お正月の料理

711 kcal エネルギー 724 kcal 909 kcalエネルギー 597 kcal785 kcal エネルギー 709 kcal 901 kcalエネルギー 614 kcal

20 2117 18 19

779 kcal エネルギー 640 kcal 789 kcalエネルギー 612 kcal759 kcal エネルギー 663 kcal 900 kcalエネルギー 642 kcal 819 kcal エネルギー 599 kcal

27 2824 25 26海津市の地場産物献立 中国・北京料理 昔の学校給食 沖縄県の料理 岐阜県の地場産物献立

765 kcal エネルギー 611 kcal 778 kcalエネルギー 598 kcal768 kcal エネルギー 752 kcal 933 kcalエネルギー 559 kcal 719 kcal エネルギー 605 kcal

31

※学校給食に使われる岐阜県産農産物には、「学校給食地産地消推進事業」により、JAグループ、市町、県による助成が行われています。

※物資調達の都合により,献立が変更になる場合があります。(給食センターから学校へは文書でお知らせしています。)

エネルギー 582 kcal 740 kcal

さけなめし もちふのすましじる

牛乳

丸パン 冬野菜のミルク

スープ

牛乳

はくはん 石狩じる

牛乳

ソフトめん カレーソース

牛乳

麦ごはん 豆乳みそしる

牛乳

麦ごはん いものこじる

牛乳

小型パン 焼きそば

牛乳

麦ごはん かぶのすましじる

牛乳

麦ごはん（委託） ちゃんこなべじる

牛乳

大豆わかめごはん べーめんじる

牛乳

麦ごはん サンラータン

牛乳

黒パン 脱脂粉乳入りカレーシチュー

ミルメークコーヒー
牛乳

ジューシー
（沖縄風たきこみごはん）

もずくスープ

牛乳

うどん けいちゃんうどん

岐阜のみかん

ゼリー
牛乳

麦ごはん
さといもと白菜の

みそしる

牛乳

にしめ ジャーマンポテト ぶた肉と青菜の

いため物
大根サラダ

じゃがいものにもの
白菜と厚あげの

にびたし
かぼちゃと豆の

サラダ
とりすき丼 れんこんのみそいため

きゅうりと白菜の

昆布あえ 杏仁豆腐 キャベツサラダ

野菜イリチー
（野菜のいりに） なばなのごまあえ

ぶた肉とこんにゃく

のきんぴら

大豆と小魚の田作り風 メンチカツ 卵焼き
いかのオリーブ油

焼き

とり肉の

たつたあげ
さばのゆずみそかけ

ハーブ焼き

ウインナー（２，３）
肉じゃがコロッケ わかさぎの天ぷら

白身魚のみかん

ソース
北京ダック風チキン

くじら肉のケチャップ

がらめ

ミヌダル

（ぶた肉の黒ゴマむし） ちくわのお茶揚げ

（２，２）

厚あげの香味

ソース

ケチャップ たまねぎドレッシング

もっと野菜を
食べよう！

作ってみませんか
かいづっち の給食レシピ

～ べーめん汁 ～

＜ 材料 ＞ （ ４人分 ）
・米麺（べーめん） ６０ｇ
・海津のしいたけ １～２こ
・だいこん ６０ｇ
・ほうれん草 ３０ｇ
・かまぼこ ２５ｇ

・薄口しょうゆ 大さじ１強
・塩 少々
・だし汁 ６００ｍｌ

＜作り方＞
①しいたけは薄切り、だいこんは千切り、
ほうれん草は３cmの長さにカット、かまぼ
こは薄切りにしておく。米麺はさっと下ゆで
し、冷水でもみ洗いして水気を切っておく。
②だし汁を加熱し、だいこんを加えて煮る。
火が通ったら、しいたけと調味料を加える。
③煮立ったら、かまぼこ、米麺、ほうれん
草を加えてひと煮立ちさせる。

業 者 配 送

★ ２８日（金）

岐阜のみかんゼリー

・米

・油揚げ

・しいたけ

・南濃みかんジャム

・きゅうり

・米麺

・なばな

・大豆 ・牛乳

・小麦粉 ・豆腐

・小松菜 ・チンゲンサイ

・もやし ・ほうれん草
・米粉 ・ぶた肉
・大根 ・グリーンねぎ
・茶

今月の海津市産の食べ物 今月の岐阜県産の食べ物

昔の子どもが大好きだった献立です。

おじいちゃんやおばあちゃんには、なつ

かしいメニューでしょう。今の子どもた

ちの好きな給食とは、どんなところが違

うかな？

明治22(1889)年に山形県の小学校で、

貧しくてお弁当を持ってこられない子ど

もたちにおにぎり・焼き魚・漬物などが

出されたのが学校給食の始まりです。

よくかんで

味わって食べる

主食とおかずを

バランスよく食べる
調味料を使い過ぎ

ない

腹八分目を

心がける

ごまドレッシング

1/24～1/30は全国学校給食週間です

学校給食は、明治22年(1889)に山形

県鶴岡市の市立忠愛小学校で貧しい家

庭の子供に昼食を出したのが始まりと

されます。その後全国に広まりました

が、戦時中は中断されました。そして

戦後、昭和21年(1946)12月24日から、

東京・神奈川・千葉で全校児童を対象

に学校給食が再開されたのです。文部

科学省ではこれを記念し、学校給食の

意義や役割についての関心を高め、理

解してもらうため、冬休みと重ならな

いように１カ月遅らせた1月24日からの

1週間を「全国学校給食週間と定めてい

ます。

＜海津市の全国学校給食週間メニュー＞

24日：海津市の地場産物を使った献立

25日：中国・北京料理

（2022年北京オリンピックにちなんで）

26日：昔の学校給食

27日：ご当地メニュー 沖縄県の料理

（沖縄本土復帰５０周年にちなんで）

28日：岐阜県の地場産物を使った献立


