
ちやにくの ねつや力の からだのちょうしを

もとになる もとになる ととのえる

(赤) (黄) (緑) たんぱく質

あおだいずいりまつかぜやき とりにく・かまぼこ・たまご こめ・パンこ・さとう にんじん・えのきたけ

れんこんのきんぴら あおだいず・けずりぶし こんにゃく・ごま さやいんげん・だいこん

きんときまめのあまに とうふ・ぎゅうにゅう あぶら・ごまあぶら みつば・ねぎ・れんこん 28.8

とうふ・ぶたにく・たまご こめ・さとう にんじん・にら

あかみそ・くきわかめ でんぷん・あぶら ねぎ・ちんげんさい

けずりぶし・ぎゅうにゅう ごま・ごまあぶら えのきたけ・きくらげ 23.0

あぶらあげ・ぶり・ぶたにく こめ・さとう

とうふ・みそ・あかみそ こんにゃく・ごま

にぼし・ぎゅうにゅう さといも・あぶら 30.3

しろいんげんまめ・ツナ・とりにく パセリ・にんじん・キャベツ

けずりぶし・ベーコン・チーズ さやえんどう・ホールコーン

ヨーグルト・ぎゅうにゅう たまねぎ・ミックスフルーツかん 25.5

ししゃものにしょくあげ たまご・とりにく・ちくわ こめ・むぎ・こむぎこ

ちくぜんに あかみそ・ししゃも さといも・こんにゃく

こんにゃくのみそでんがく あおのり・ぎゅうにゅう ごま・あぶら・さとう 24.3

はくさいスープ ぶたにく・ベーコン こめ・こむぎこ にんじん・にら・たまねぎ

カレーライス ほしほたて・けずりぶし さつまいも グリンピース・はくさい

ぎゅうにゅう バター・あぶら リンゴ・きくらげ・れんこん 18.5
たらすりみ・とりひきにく こめ・でんぷん・じゃがいも にんじん・さやいんげん

ごはん むきえび・ぶたにく しゅうまいのかわ・さとう ねぎ・ほししいたけ

ぎゅうにゅう ごま・あぶら・ごまあぶら グリンピース・たまねぎ 26.9

はくさいのクリームに とりにく パン・さといも・あぶら にんじん・こまつな

ミルクパン こまつなとコーンのサラダ ベーコン こむぎこ・はちみつ たまねぎ・はくさい・キャベツ

くだもの ぎゅうにゅう バター・ごまあぶら ホールコーン・くだもの 23.6

イカのしちみやき ぶたにく・イカ・だいず こめ・むぎ・じゃがいも こねぎ・にんじん・こまつな

キムタクごはん ごじる とうふ・あぶらあげ・みそ こんにゃく・さとう たくあん・はくさいキムチ

もやしとこまつなのゴマあえ にぼし・ぎゅうにゅう ごま・あぶら・まつのみ ねぎ・だいこん・もやし 32.1

ぶたにく・あぶらあげ・みそ うどん・さつまいも にんじん・ねぎ

みそにこみうどん あかみそ・ちりめんじゃこ あぶら・さとう はくさい・だいこん

けずりぶし・ぎゅうにゅう バター・ごまあぶら ほししいたけ 17.6

こめ・もちごめ・さとう にんじん・こまつな・ねぎ

ちゅうかふうおこわ ワンタンのかわ・まつのみ ほししいたけ・たけのこ

ごま・あぶら・ごまあぶら もやし・きくらげ 19.8

ふわふわスープ とりにく・ベーコン こめ・じゃがいも にんじん・パセリ・たまねぎ

チキンライス ブロッコリーの たまご・みそ・チーズ パンこ・さとう ブロッコリー・グリンピース

みそドレッシング けずりぶし・ぎゅうにゅう ごま・あぶら マッシュルーム・ホールコーン 20.6

とりにく・あぶらあげ・あかみそ こめ・さとう にんじん・ごぼう

とりごぼうごはん くじらにく・はんぺん・とうふ じょうしんこ ほうれんそう

けずりぶし・ぎゅうにゅう ごま・あぶら ねぎ・さやえんどう 30.7

とうふ・ぶたにく・にぼし ほうれんそう・ねぎ

ぶたすきやきどん あかみそ・がんもどき・みそ はくさい・えのきたけ

けずりぶし・ぎゅうにゅう なめこ・くだもの 24.2

たまご・ロースハム パン・じゃがいも ほうれんそう・にんじん

パインパン けずりぶし・ベーコン アルファベットマカロニ ホールトマト・たまねぎ

こふきいも・ミネストローネ ツナ・ぎゅうにゅう あぶら・バター キャベツ・セロリ 26.9

サバのごまみそに けずりぶしこ・あかみそ 2

ゆかりごはん きのことにくだんごのスープ ぶたにく・たまご・サバ ほうれんそう・ねぎ・きくらげ

おかかあえ けずりぶし・ぎゅうにゅう ほししいたけ・しめじ・はくさい 30.5

くじらのたつたあげ
ふぶきじる

なめことほうれんそうの
みそしる

きょうがんものにつけ

今月のこんだてより

　　　　　　　　食事の前には手洗いを行う習慣をつけましょう。

＊お知らせ＊ 　　・1月の給食費の引き落とし日は、11日が土曜日のため、1４日（火）となっております。御確認をお願いいたします。

　　　　　　　 　 ・2月の給食費の引き落としは２ヶ月分（２月・３月分）となっておりますので、御注意ください。

あけましておめでとうございます。

　　　　　　　新しい年があけました。3学期の給食は1月9日から始まります。3学期もよろしくお願いいたします。
　　　　　　　・冬休み中は楽しく過ごせましたか？3学期がいよいよ始まります。早寝早起きを心がけ
　　　　　　　　しっかりと朝ごはんも食べて生活のリズムを取り戻し元気に登校しましょう！

２２日　キムタクごはん　　　キムチとたくあんを刻んで炒め、ごはんに混ぜ込みます。

　　　　　　　　　　　　　　あったクジラの竜田揚げを作ります。

平成25年度

１月こんだてよていひょう
八王子市立恩方第二小学校

(給食回数１６回)
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　　　　　　　・まだまだ寒くて空気の乾燥した季節が続きます。外から帰ってきたら、うがいと手洗いを、

しゅしょく おかず
エネルギー

9 木 ななくさぞうすい
584

10 金 マーボーどん
ちんげんさいのスープ

くきわかめのしょうがいため

603

735
14 火 こぎつねごはん

ぶりのてりやき
みそけんちん

にんじん・ごぼう
だいこん・ねぎ

15 水 ツナビーンズパン
パン・じゃがいも

マヨネーズ・あぶら

706

16 木 ゴマむぎごはん
　　　にんじん・さやいんげん

ごぼう・たけのこ

やさいのカレースープに
フルーツヨーグルト

17 金
725

20 月
708

さつまいもとれんこん
のチップス

タラのシューマイ
かんこくふうにくじゃが

551

キャンディーポテト
ジャコだいこん

ワンタンスープ
ナムル

ぶたにく・ほしほたて
けずりぶし・ぎゅうにゅう

21 火
628

22 水
681

月
563

28 火
619

23 木
577

24 金

                                                   ※献立は食材の関係等で変更することがあります。ご了承ください。

652

29 水 こめ・しらたき・さとう
でんぷん・あぶら

622

30 木
630

668

９　日　 ななくさぞうすい　　  ３学期最初の給食です。七草雑炊を食べて年末年始の食事で弱った胃を休めましょう。

２８日　クジラのたつたあげ　１月２４日から３０日までは全国学校給食週間です。そこで、９月に出して人気の

31 金 こめ・さとう・でんぷん
はるさめ・ごま

ハムとほうれんそう
のオムレツ

27


