
令和5年 ２月 学 校 給 食 予 定 献 立 表
【荏原・野上・青野】 井原市学校給食美星調理場

ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく にんにく キャベツ こめ

豚肉と野菜のキムチ炒め煮 厚揚げ ハム たまねぎ にんじん ごま油 ごま

ハムともやしのナムル はくさいキムチ にら 三温糖

ほうれんそう りょくとうもやし

ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく たまねぎ にんじん こめ

炒り豆腐 とうふ えび キャベツ グリンピース こんにゃく サラダ油

きんぴらごぼう たまご さつま揚げ ほししいたけ ごぼう　　いんげん 三温糖 ごま　　　ごま油

荏原幼

ごはん 牛乳 牛乳 いわし しょうが いんげん こめ

いわしの甘辛　　　　　いんげんのごま和え みそ 大豆（小・中） キャベツ にんじん 小麦粉 かたくり粉

大根のみそ汁 だいこん たまねぎ 揚げ油 三温糖

節分豆（小・中）　　節分卵ボーロ（幼） えのきたけ ねぎ ごま 卵ボーロ（幼）

ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく たけのこ だいこん こめ

豚肉とさといものみそ煮 厚揚げ みそ ほししいたけ にんじん さといも 三温糖

ほうれんそうのおひたし かつお節 きぬさや　 ほうれんそう　 かたくり粉

はくさい りょくとうもやし

豆腐のそぼろ丼 牛乳 牛乳 とりにく たまねぎ にんじん こめ むぎ

キャベツのちりめん和え とうふ いりたまご ほししいたけ グリンピース　しょうが 三温糖 ごま

いよかん ちりめん こまつな キャベツ　いよかん

ごはん 牛乳 牛乳 とりにく しょうが 白ねぎ こめ 美中３年

鶏肉の唐揚げねぎソースかけ 油揚げ とうふ キャベツ こまつな ごま油 かたくり粉

野菜炒め みそ にんじん えのきたけ 揚げ油 三温糖

赤だし たまねぎ ねぎ サラダ油

カレーうどん 牛乳 牛乳 ぶたにく たまねぎ にんじん うどん 美中３年

ごぼうのごまマヨネーズサラダ 油揚げ ハム ほししいたけ ねぎ 三温糖 ごま

小魚小袋 かたくちいわし ごぼう キャベツ マヨネーズ

とうもろこし

牛乳 牛乳 とりにく れんこん ごぼう こめ

根菜のごまみそ煮 厚揚げ こんぶ にんじん だいこん 三温糖 ごま

糸かまぼことキャベツの和え物 みそ 糸かまぼこ いんげん キャベツ　　こまつな

ごはん 牛乳 牛乳 とりにく 白ねぎ にんにく こめ

鶏肉のヤンニョムジャン焼き かまぼこ わかめ しょうが キャベツ ごま油 ごま

ほうれんそうのナムル にんじん ほうれんそう　 三温糖

わかめスープ えのきたけ たまねぎ　ねぎ

バターパン 牛乳 牛乳 ウインナー たまねぎ にんじん バターパン

ポトフ ツナ キャベツ パセリ じゃがいも 三温糖

ツナと大根のサラダ だいこん

ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく だいこん たまねぎ こめ

豚バラ肉と大根のうま煮 かつお節 にんじん きぬさや 三温糖 こんにゃく

キャベツのしそ酢和え しょうが キャベツ

こまつな 赤じそ

麦ごはん 牛乳 牛乳 ツナ ほうれんそう キャベツ こめ むぎ 美星幼

春巻 ぶたにく わかめ にんじん りょくとうもやし 春巻 揚げ油 野上幼

野菜の中華和え 　はるさめスープ たまねぎ ほししいたけ　　ねぎ 三温糖 ごま油　　はるさめ

ごはん 牛乳 牛乳 合鴨ボール だいこん はくさい こめ 荏原幼

寄せ鍋 とうふ わかめ にんじん えのきたけ 三温糖

キャベツとわかめの甘酢和え ちりめん 白ねぎ キャベツ

ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく れんこん たけのこ こめ

厚揚げと豚肉のみそ煮 厚揚げ みそ だいこん ほししいたけ 三温糖 かたくり粉

さきいかと切干大根の和え物 さきいか にんじん きぬさや ごま

切り干しだいこん こまつな

炊き込みごはん 牛乳 牛乳 とりにく にんじん ごぼう こめ

五目卵焼き 油あげ 五目卵焼き ほししいたけ こんにゃく さとう

たくあん和え みそ キャベツ たくあん 油

玉ねぎのみそ汁 だいこん たまねぎ　　ねぎ

ごはん 牛乳 牛乳 厚揚げ しょうが たまねぎ こめ 野上幼

じゃがいものそぼろ煮 ぶたにく こんぶ いんげん こまつな じゃがいも こんにゃく 青野幼

白菜のごま和え 糸かまぼこ はくさい にんじん 三温糖 ごま

ごはん 牛乳 牛乳 さば キャベツ こまつな こめ

さばのもろみみそがけ 塩昆布 とうふ にんじん たまねぎ 三温糖 かたくり粉

塩昆布和え 豆腐汁 もろみみそ えのきたけ ねぎ ごま

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく しょうが たまねぎ こめ むぎ

えびと野菜の中華煮 厚揚げ えび にんじん はくさい ごま油 かたくり粉

ばんさんすう ハム きんしたまご たけのこ ほししいたけ　　にら はるさめ 三温糖

キャベツ きゅうり ごま油

パン 牛乳 牛乳 とりにく たまねぎ にんじん パン 美星中

ミートボールと白菜のクリーム煮 合鴨ボール ツナ はくさい しめじ

野菜サラダ いんげん キャベツ
とうもろこし えだまめ

※　給食食材の仕入れ状況により献立を変更する場合があります。ご了承ください。 は地場産物（県内産含む） i

日　曜 献　　　立　　　名
主　　な　　材　　料

中　止　校
体をつくるもとになる食品 体の調子をととのえるもとになる食品 体のエネルギーのもとになる食品

1 （水）

2 （木）

3 （金）

《節分の献立》

6 （月）

7 （火）

《韓国の料理》

8 （水）

9 （木）

）

10 （金）

ごはん

13 （月）

（金）

14 （火）

15 （水

21 （火）

16 （木）

17

（金）

20 （月）

28 （火）

22 （水）

24

27 （月）

日（曜日） 小学校基準量 １日(水) ２日(木) ３日(金) ６日(月) ７日(火) ８日(水) ９日(木) １０日(金) １３日（月）

エネルギー kcal 630 637 650 643 616 656 647 665 616 605

たんぱく質  g 28.4(20.4～31.6) 26.7 28.9 23.8 24.2 26.6 28.5 26.9 27.2 29.6
カルシウム  mg 350 331 392 337 320 373 340 420 391 298

１４日(火) １５日(水） １６日(木） １７日(金) ２０日(月) ２１日(火) ２２日(水) ２４日(金) ２７日(月) ２８日(火)

685 624 634 602 657 605 616 619 639 697

22.1 18.7 19.8 22.6 26.1 22.5 22.0 26.5 26.4 33.3
327 314 301 373 371 317 348 354 321 376

２月分　給食の栄養価


