
 

  

日 曜 献立名 
主 な 材 料 と そ の 働 き 

赤 体をつくる 緑 体の調子を整える 黄 体を動かすエネルギーになる 

1 月 麦ごはん 
牛
乳 

カレーシチュー 
コーンサラダ 
福神漬け 
いちごヨーグルト 

牛乳 豚肉 脱脂粉乳 チーズ  
いちごヨーグルト 

たまねぎ にんじん マッシュルーム 
にんにく りんご とうもろこし  
キャベツ きゅうり 福神漬け  

麦ごはん じゃがいも カレールウ 
バター ドレッシング ごま  

2 火 ごはん 
牛
乳 

白菜と鶏団子のスープ煮 
揚げぎょうざ（３個） 
みかん 
さけふりかけ 

牛乳 うずら卵 さけふりかけ 白菜 にんじん えのきたけ にら 
しょうが みかん  

ごはん  

 鶏団子 鶏肉 たまねぎ でん粉 

 ぎょうざ 豚肉 キャベツ たまねぎ 小麦粉 米油 

3 水 
発芽玄米 
ごはん 

牛
乳 

❤おとしこし 
いわしの梅煮 
ブロッコリーのおかか和え 
味付乾燥豆腐 

牛乳 ちくわ 油揚げ 花かつお 
味付乾燥豆腐 

大根 にんじん れんこん  
ブロッコリー  

発芽玄米ごはん さといも さとう  

 いわしの梅煮 いわし しそ 砂糖 

4 木 米粉パン 
牛
乳 

白いんげんとポークの 
トマト煮 

ナタデココフルーツ 
ミックスナッツ 

牛乳 豚肉  
たまねぎ にんじん トマト  
とうもろこし セロリ にんにく  
桃 みかん りんご ナタデココ 

米粉パン 白いんげん豆  
じゃがいも さとう アーモンド 
カシューナッツ マカダミアナッツ  

5 金 ひじきごはん 
牛
乳 

愛知のれんこん入りつくね 
（３個） 

白菜のたくあん和え 
りんごゼリー 

牛乳 豚肉 油揚げ ひじき  
こんにゃく にんじん ごぼう  
グリンピース 白菜 たくあん漬け  

米 もち米 さとう りんごゼリー 

 愛知のれんこん入りつくね 鶏肉 れんこん たまねぎ  

8 月 
発芽玄米 
ごはん 

牛
乳 

マーボ豆腐 
中華風サラダ 
ココアパウダー 

牛乳 豆腐 豚肉 みそ  
まぐろ油漬け  

にんじん たけのこ ねぎ しょうが 
にんにく きゅうり キャベツ  

発芽玄米ごはん さとう でん粉 
ごま ごま油 ココアパウダー  

9 火 ごはん 
牛
乳 

☆タイピーエン 
鶏肉のカシューナッツ炒め 
しらぬい 

牛乳 豚肉 うずら卵 えび  
鶏肉  

たまねぎ 白菜 チンゲン菜 
たけのこ にんじん 枝豆 しょうが 
しらぬい  

ごはん はるさめ カシューナッツ 
さとう でん粉  

10 水 麦ごはん 
牛
乳 

ひきずり 
さば銀紙焼き 
キウイフルーツ 

牛乳 鶏肉 焼き豆腐  
白菜 こんにゃく ねぎ にんじん  
しめじ キウイフルーツ  

麦ごはん さとう  

 さば銀紙焼き さば みそ  さとう 

12 金 りんごパン 
牛
乳 

コーンポタージュ 
ハートのコロッケ 
ボイル野菜 
卓上ソース 

牛乳 豆乳 鶏肉 チーズ  
りんご たまねぎ とうもろこし  
にんじん パセリ キャベツ  

パン ホワイトルウ 
バター  

 ハートのコロッケ 豚肉  じゃがいも パン粉 米油 

15 月 麦ごはん 
牛
乳 

●スキー汁 
まぐろの甘辛煮 
きざみたくあん 
手巻きのり 

牛乳 豆腐 豚肉 みそ  
まぐろ油漬け のり 

大根 ごぼう こんにゃく にんじん 
ねぎ しょうが たくあん漬け  

麦ごはん さつまいも さとう  

16 火 ごはん 
牛
乳 

筑前煮 
からふとししゃもフライ 

（３尾） 
ボイルキャベツ 
卓上ソース 

牛乳 鶏肉 さつま揚げ  
にんじん こんにゃく ごぼう  
たけのこ さやいんげん しいたけ  
キャベツ  

ごはん じゃがいも さとう   

 からふとししゃもフライ ししゃも  パン粉 小麦粉 米油 

17 水 ソフトめん 
牛
乳 

ミートソース 
かぼちゃサンドオムレツ 
いちご 

牛乳 豚肉 牛肉 大豆 チーズ 
脱脂粉乳  

たまねぎ にんじん マッシュルーム 
グリンピース いちご 

ソフトめん トマトルウ さとう  

 かぼちゃサンドオムレツ 卵 鶏肉 かぼちゃ  

18 木 ごはん 
牛
乳 

八宝菜 
フレンチポテトと 

ナッツの揚げ物 
りんご 

牛乳 いか 豚肉  
白菜 たまねぎ にんじん たけのこ 
チンゲン菜 りんご  

ごはん さとう でん粉  
じゃがいも カシューナッツ 米油  

19 金 麦ごはん 
牛
乳 

煮みそ 
おひたし 
納豆 

牛乳 うずら卵 生揚げ いか 
豚肉 昆布 みそ かまぼこ 
しらす干し 納豆  

大根 こんにゃく ねぎ もやし  
キャベツ ほうれん草 にんじん  

麦ごはん さといも さとう ごま 
サラダ油  

22 月 スライスパン 
牛
乳 

■シェフのチキンの 
チーズクリームシチュー 

野菜バーグの 
トマトソースかけ 

いちごジャム 

牛乳 鶏肉 ベーコン チーズ  
ブロッコリー たまねぎ にんじん  
しめじ 

スライスパン じゃがいも  
ホワイトソース バター 
さとう いちごジャム 

 野菜バーグ たら 豆腐 キャベツ たまねぎ ブロッコリー 米油 

23 火 わかめごはん 

は
っ
こ
う
乳 

親子煮 
切り干し大根の和え物 
オレンジ 

わかめ はっこう乳 卵 鶏肉  
かまぼこ まぐろ油漬け  

たまねぎ にんじん たけのこ  
さやいんげん 小松菜 とうもろこし 
切り干し大根 オレンジ 

ごはん さとう  

24 水 中華めん 
牛
乳 

五目ラーメンスープ 
★大学ポテト 
干し小魚 

牛乳 豚肉 なると 干し小魚  
キャベツ もやし にんじん たけのこ 
とうもろこし しょうが  

中華めん でん粉 さつまいも  
米油 さとう ごま 

25 木 五穀ごはん 
牛
乳 

みそけんちん汁 
かれいの竜田揚げ 
チキンメンチカツ 
きゅうりの塩昆布和え 
ピーチゼリー 
米粉チョコワッフル 

牛乳 豆腐 大豆 油揚げ みそ 
塩昆布  

大根 こんにゃく ごぼう ねぎ  
きゅうり ピーチゼリー 

五穀ごはん さといも  
米粉チョコワッフル 

 かれいの竜田揚げ かれい  米粉 米油 

 チキンメンチカツ 鶏肉 鶏レバー たまねぎ パン粉 米油 

26 金 麦ごはん 
牛
乳 

ハッシュドビーフ 
シャキシャキポテトサラダ  
サラダ用アーモンド 
小袋ドレッシング 

牛乳 牛肉  
たまねぎ にんじん マッシュルーム 
グリンピース にんにく トマト   
きゅうり とうもろこし  

麦ごはん ハヤシルウ バター  
さとう じゃがいも アーモンド 
ドレッシング  

29 月 ごはん 
牛
乳 

吉野汁 
ひじき入り豚そぼろ 
バナナ 

牛乳 豆腐 かまぼこ 卵 豚肉 
ひじき  

えのきたけ 小松菜 たまねぎ  
にんじん 枝豆 しょうが バナナ  

ごはん じゃがいも でん粉  
さとう  

 

 

 

 

 

 

寒くて乾燥するので、風邪をひきやすい

季節です。のどや鼻の粘膜を強くするビタ

ミンＡやＣをとって、抵抗力を高め、たん

ぱく質や脂質をバランスよく取り入れる

ことで、寒さに負けない体をつくります。 
 

 

 

大学ポテト 

細切りにしたさつまいもを揚げて、砂糖と、

しょうゆ、ごまをからめて作ります。 

 

 

 

タイピーエン 

卵と春雨の入ったスープです。明治時代に日

本に伝わり、熊本県でアレンジされました。今

では、熊本県で広く親しまれ、郷土料理に位置

付けられています。 

 

 

 

おとしこし 

春日井市の郷土料理で、大根やにんじん、里

いもなどの旬の食材を使った煮物です。昔の

「大みそか」である、季節の変わり目の日「節

分」に、健康や幸せを願って、昔から食べられ

ています。 

 

 

 

スキー汁 

明治時代の初めに、スキーが伝 

わったときに作られ、この名前が 

つけられました。 

 さつまいもを入れるのが特徴で、 

他にも、雪に見立てた豆腐や、 

スキー板に見立てて、 

短冊に切った大根や 

にんじんを入れます。 

 

            ２２日（月） 

         

ブロッコリーは、つぼみを食べる野菜で

す。ビタミンＣが多く、カロテンやビタミン

Ｂ群、ミネラルも豊富です。 

愛知県産のブロッコリーがたくさん出回

る季節になりました。地元で 

とれた、新鮮でおいしい 

ブロッコリーを食べましょう。 

＊ ２６日「サラダ用アーモンド」は、シャキシャキポテトサラダに 
混ぜて食べましょう。 

 
１ 都合により献立を変更する場合があります。 
２ 材料は、すべてを表記しているものではありません。 
３ 主食となるめん類は前日に製造しています。 

【中学校の予定金額】 

２８５円×２０日＝５，７００円 
※２月分は平成２８年３月３１日（木）に口座振替します。 
口座振替不能を避けるため、口座への入金は振替予定日の前日までにお願いします。 

 

 

 

 

和食が、平成２５年１２月に「ユネスコ無形文化遺産」に登録されました。和食は、ごはんを主食に「一汁三菜」が基本 

スタイルです。様々な食材を組み合わせることができ、日本人の体に最も合う健康的な食事です。給食や家庭での食事を通 

して、和食の良さを振り返りましょう。 

 

 

 

 

 

 
 

★応募献立 

■ホテルの味を給食に 

 

 

.●新潟県の郷土料理 

☆新献立 

冬を元気に過ごす 

食事をとろう 

 

２ ２７ 

愛知県産ブロッコリー 

２月の給食費 

日本は、海・山・里と豊かな自然が広が

り、各地で多様な食材が用いられています。

そのため、素材の味わいを活かす調理技

術・調理道具が発達しています。 

日本の食文化は、年中行事と密接に関わ

って育まれてきました。自然の恵みである

「食べ物」を分け合い、食事の時間を共に

過ごすことで家族や地域の絆を強めます。 

季節の花や葉などで食卓を飾りつけた

り、季節にあった器を利用したりして、季

節感を楽しみます。 

「一汁三菜」を基本とする和食の基本スタ

イルは、理想的な栄養バランスと言われて

います。また、「うま味」を上手に使うこと

で日本人の長寿にもつながります。 

２５日（木）はセレクト給食です。 

① かれいのたつたあげ ＋ ピーチゼリー 

② かれいのたつたあげ ＋ 米粉チョコワッフル 

③ チキンメンチカツ  ＋ ピーチゼリー 

④ チキンメンチカツ  ＋ 米粉チョコワッフル 

優れた栄養バランス 自然の恵みを受けた多彩な食材 自然の美しさや季節の表現 行事や地域との深い関わり 

 
あなたはどれを 

選びましたか？ 日本食を見直そう 

❤愛知県の郷土料理 


