
　　　与勝学校給食センター
　　　TEL:９７８－５６５６

おもに体の組織をつくる おもにエネルギーとなる おもに体の調子を整える
（赤の食品） （黄の食品） （緑の食品）

たんぱく質 ・無機質 炭水化物 ・脂肪 ビタミン

◎材料、その他食材料費の都合により献立を変更することがあります。
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スイートポテトサラダ

697 25 21

脂
質

Kcal

646 26 26

g

Kcal

Kcal

g

Kcal
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　　　2月給食予定献立表

ごはん　米油　じゃが芋　三温糖

Kcal

第二中
欠食

与勝中3
年卒業バ
イキング

熱
量

こんにゃく　生姜　キャベツ
人参　しめじ　春菊　ネーブル

（水）

米　押し麦　米油　ごま油
じゃが芋　でん粉
バンバンジードレッシング
すりごま

634

791

710
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g
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g

27

牛乳　坦々麺　大学芋　きゃべつと厚揚げの炒め物
牛乳　豚ひき肉　牛ひき肉
豚レバー　赤だし　みそ
厚揚げ　豚肉

中華めん　ねりごま　ごま油
さつま芋　でん粉　大豆油
三温糖　水あめ　米油

g g

人参　玉ねぎ　セロリ
マッシュルーム　トマトホール
ブロッコリー　コーン　ネーブル

生姜　人参　もやし　長ねぎ
しいたけ　きくらげ　竹の子
キャベツ　玉ねぎ　にら

25
（水）

米　マーガリン　ペンネ　三温糖
米油　さつま芋　マヨネーズ
フレンチドレッシング　はちみつ

24
（火）

633

ごはん　じゃが芋　バター

小松菜　人参　玉ねぎ　しめじ
キャベツ　コーン　にんにくの芽
きゅうり　レーズン

人参　しいたけ　にんにく葉

ごはん　三温糖　米油

（木）

人参　玉ねぎ　ねぎ　しいたけ
コーン　もやし　にら　みかん

牛乳　ごはん　石狩汁　五目肉団子　くだもの
牛乳　鮭　鶏肉　豆腐　みそ
五目肉団子

23
（月）

牛乳　ごはん　チムシンジ　魚の塩こうじ焼き
千切りイリチー

牛乳　豚肉　豚レバー　みそ
鮭　昆布　チキアゲ

19

牛乳　キムチごはん　中華スープ　しゅうまい
バンバンジーサラダ

牛乳　豚肉　ベーコン　鶏肉
たまご　しゅうまい
ささみチャンク

牛乳　コッペパン　キャロットスープ　ウィンナー
ささみとナッツのカレー風味サラダ

牛乳　鶏肉　白花豆ペースト
ウィンナー　ささみチャンク

コッペパン　じゃが芋　小麦粉
マーガリン　米油　アーモンド
コースルロードレッシング
三温糖

18

玉ねぎ　人参　ねぎ　白菜キムチ
しいたけ　コーン　キャベツ
もやし　きゅうり

20
（金）

17
（火）

裏ごし人参　人参　マッシュルーム
玉ねぎ　セロリ　パセリ　きゅうり
キャベツ

牛乳　煮込みうどん　もずくとごぼうのかき揚げ
いんげんのごまサラダ

牛乳　豚肉　チキアゲ　油揚げ
もずく　ちくわ　たまご

うどん　米油　三温糖　さつま芋
小麦粉　大豆油　白ごま
ねりごま　ごまドレッシング

人参　キャベツ　玉ねぎ　小松菜
生姜　長ねぎ　しいたけ　ごぼう
にら　いんげん　きゅうり　コーン

大根　生姜　人参　こんにゃく
小松菜　ネーブル

牛乳　ごはん　鶏肉と大根の煮物　にらたまご
くだもの

（火）

牛乳　アーサ雑炊　もやしとニラ炒め
ひじきと野菜の豆腐焼き　くだもの

12
（木）

16
（月）

牛乳　食パン　ポークストロガノフ
ブロッコリーソテー　　くだもの

牛乳　豚肉　脱脂粉乳
ベーコン

食パン　じゃが芋　小麦粉
マーガリン　米油

13
（金）

牛乳　ココア揚げパン　豆乳チャウダー
いんげんとコーンのソテー

4
（水）

5

牛乳　沖縄風焼きそば　ぜんざい　大根サラダ

2
（月）

（木）
牛乳　ごはん　かき玉汁　豆腐のみそ炒め　くだもの

牛乳　いわしつみれ　豚肉
チキアゲ　節分豆

牛乳　脱脂粉乳　豆乳　鶏肉
ベーコン　あさり　ウィンナー

牛乳　豆腐　ポークソーセージ
たまご　みそ　豚肉
ツナフレーク　チキアゲ
おから　ひじき　鶏肉（木）

牛乳　鶏肉　たまご　油揚げ
豆腐　牛ひき肉　豚ひき肉
みそ

牛乳　アーサ　豚肉
ツナフレーク　豆腐
ひじきと野菜の豆腐焼き

牛乳　鮭とほうれんそうのスパゲティ
ちゅら恋芋シナモンかけ　シーザーサラダ

牛乳　鶏肉　厚揚げ　昆布
かまぼこ　にらたまご

行事
欠食

日
（曜日） 献 立 名

主　な　食　品　と　体　内　で　の　は　た　ら　き

ごはん　春雨　三温糖　白ごま
ごま油　米油

（火）

3 牛乳　ごはん　いわしのつみれ汁　きんぴらごぼう
節分豆

第二中3
年卒業バ
イキング

10

牛乳　カレーピラフ　ベジタブルスープ　ハンバーグ
カラフルサラダ

9
（月）

牛乳　もずく丼　じゃが芋のみそ汁　焼きししゃも

6
（金）

コッペパン　三温糖　大豆油
じゃが芋　小麦粉　マーガリン
バター　米油

スパゲティ　オリーブ油
ちゅら恋芋　グラニュー糖
大豆油　シーザードレッシング
三温糖

玉ねぎ　人参　ほうれん草
マッシュルーム　しめじ　キャベツ
きゅうり　コーン

人参　ねぎ　玉ねぎ　小松菜
みかん

生姜　キャベツ　玉ねぎ　人参
しいたけ　小松菜　もやし　大根
きゅうり

沖縄そば　米油　白玉団子
押し麦　粉黒糖　三温糖
アーモンド　マヨネーズ

玉ねぎ　人参　小松菜
ごはん　三温糖　米油　でん粉
じゃが芋

ごはん　でん粉　米油

人参　玉ねぎ　コーン
グリーンピース　キャベツ
パプリカ　ブロッコリー　きゅうり
パイン缶　人参

牛乳　もずく　豚ひき肉
牛ひき肉　豚肉　ワカメ
油揚げ　みそ　ししゃも

g

672 26

728

人参　玉ねぎ　大根　キャベツ
にら　もやし

米　米油

28

牛乳　鮭　ベーコン　チーズ
海藻ミックス

牛乳　ベーコン　鶏肉
豚ひき肉　牛ひき肉
粉チーズ　ヨーグルト

g g

24

牛乳　鶏肉　ベーコン
ハンバーグ　ハム

米　バター　米油　じゃが芋
マカロニ　三温糖
コールスロードレッシング
イタリアンドレッシング

人参　大根　竹の子　しいたけ
長ねぎ　生姜　ごぼう　こんにゃく
にら　きくらげ

牛乳　豚肉　セーイカ　金時豆
ツナフレーク

695

30

27

g g

24 14

28

g g
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19 21

g

Kcal g g

24

g

800 36 24

g g

707 28 32

Kcal

22 23

g g

Kcal g

619 24 14

31 21

Kcal g g

Kcal g g

618

Kcal g g

g

830 30 31

Kcal g g

705 32 19

Kcal g

与勝中3
年卒業バ
イキング

27 牛乳　チキンライス　白花豆スープ　オムレツ
大根とブロッコリーのサラダ

牛乳　鶏肉　ウィンナー
白花豆ペースト　ベーコン
脱脂粉乳　オムレツ

ごはん　米油　三温糖　はちみつ26 牛乳　ごはん　沖縄風みそ汁　おからいりちー
鶏の照り焼き

29

（金） Kcal g g

米　マーガリン　米油　じゃが芋
小麦粉

玉ねぎ　人参　マッシュルーム
ピーマン　セロリ　パセリ　しめじ
コーン　大根　ブロッコリー
きゅうり

828 29

～給食費納付のお願い～ 
子ども達が毎日食べている給食。給食の材料費はすべて納付された給食費のみでまかなっています。 

納付率が悪いと給食に影響がでます。ぜひ納め忘れのないようご協力お願いいたします。 

暦の上ではもうすぐ春となり、

厳しい寒さの中にも春の訪れの

近いことが感じられます。               

しかし、風邪やインフルエンザ

がまだまだ猛威をふるっていま

すので、外出の際はなるべくマ

スクを着用しましょう。  

風邪や花粉症の予防には、規則正しい生活とバランスの良い

食事で、免疫機能を正しく作用させることが肝心です。外か

ら帰ってきたときの手洗い・うがいも忘れずに行いましょう。 

 

節分といえば、豆まき。いり豆を「鬼は外、福は内」のかけ声とともにまき、

自分の年の数だけ食べて無病息災を願う行事です。いり豆の原料となる大豆は

「豆」の仲間ですが、ほかの豆と比べて、たんぱく質や脂質が多いのが特徴で、

「畑の肉」といわれるほど栄養がたくさん詰まっています。豆の仲間には、あ

ずきやいんげん豆、えんどう、そら豆などがあり、乾燥豆をもどして使うほか、

熟す前に収穫して野菜として食べるものもあります。 

一般的な黄色い大豆のほかに黒や青、

大きさも大・中・小とあります。豆

腐や納豆などに加工するほか、みそ、

しょうゆ、油などの原料にもなりま

す。お正月の「黒豆」も大豆です。 

 

あずきはささげの仲間です。お赤

飯の材料にするほか、甘納豆にし

たり、砂糖と煮て“あん”に加工

したりします。ちなみに、春雨や

もやしの原料になる「緑豆」も同

じ仲間です。 

「金時豆」「手亡豆」「うずら豆」

「虎豆」など種類が多く、色や形も

さまざまです。粒が大きく、ふっく

らとした「白花豆」や「紫花豆」は

“ベニバナインゲン”という種類で、

いんげん豆の仲間です。 

青・赤・白などの種類があり、日本

では青えんどう豆がよく作られてい

ます。みつ豆に入っているのは赤え

んどうです。グリーンピースは熟す

前に収穫したもので、多くは缶詰や

冷凍品に加工されます。 

熟す前のものを塩ゆでにして食べ

ることが多いですが、完熟したも

のは乾燥豆として出荷され、フラ

イビーンや甘納豆、しょうゆ豆な

どに加工されます。中国のトウバ

ンジャンの原料にもなります。 

レンズのように平べったい形をして

おり、スープや煮こみ料理などにし

ます。日本ではあまりなじみがあり

ませんが、インドやイタリア、フラ

ンス料理などでよく使われます。 

 

3年生のみなさん、中学校生活も 

残り少なくなってきました。 

給食が食べられるのもあとわずか 

ですね。給食センターでは卒業祝い 

をかねて『卒業おめでとうバイキング』 

を実施します。下記の日程で実施しま 

すので、お楽しみに！！ 
 

         【卒業バイキング日程】   

 

2月6日 （金）与勝第二中学校3年1組・2組 

2月20日（金）与勝中3年1組・2組・3組 

2月27日（金）与勝中3年4組・5組・6組 


