
平成３０年度
日

主食 牛乳 副食
血や肉を作る

（赤）
力や体温になるもの

（黄）

じゃが芋のそぼろ煮 牛乳　のり　鶏肉 米　麦　砂糖　じゃが芋 kcal g

ピリ辛和え 油　でん粉　ラー油　ごま 751 27.8

(水)
ししゃものカリカリフライ（２本） 牛乳　ハム　ししゃも 米　バター　油　じゃが芋

白いんげん豆のスープ 白いんげん豆　ベーコン でん粉　 793 25.8

(木) チーズ

浅漬け 牛乳　豚肉　いか 米　麦　油　砂糖

紅白ぜんざい 小豆 でん粉　もち 777 28.7

(金)
生揚げとじゃが芋のカレー煮 牛乳　豚肉　生揚げ　 米　麦　油　砂糖　じゃが芋

なめ茸和え 小麦粉　 769 28.9

(火)
白菜と肉団子のスープ 牛乳　鶏肉　卵　豆腐　 パン　油　砂糖　でん粉

こんにゃくサラダ わかめ 春雨　こんにゃく　ごま油 740 27.4

(水)
芋と豆の変わり揚げ 牛乳　えび　卵　ひよこ豆　 米　麦　砂糖　油　でん粉　

ごま酢和え 青のり じゃが芋　すりごま 831 30.9

(木)
卵と豆腐のチリソース煮 牛乳　卵　豆腐　わかめ 米　麦　ごま　油　ごま油

中華サラダ 砂糖　でん粉 750 29.8

(金)
鯖のカレー風味立田揚げ 牛乳　鯖　ベーコン 米　麦　でん粉　油

和風ミネストローネ ひじき　 オリーブ油　砂糖　ごま油 840 25.7

(月) ほうれん草とひじきのマリネ すりごま

じゃが麻婆 牛乳　豚肉　ひよこ豆　 米　麦　油　じゃが芋　砂糖

旨塩キャベツ みそ　 ごま油　でん粉　ごま 741 24.4

(火)
フィッシュ＆チップス 牛乳　メルルーサ　卵 パン　でん粉　小麦粉

スコッチブロス 鶏肉　白いんげん豆 油　じゃが芋　麦 806 32.7

(水) ヨーグルト ヨーグルト

チーズエッグ 牛乳　鶏肉　チーズ 米　麦　じゃが芋　小麦粉

フルーツパンチ 卵　 油　バター　こんにゃくゼリー 887 28.5

(木) サイダー

鮭のホイル焼き 牛乳　鮭　みそ　豚肉 米　麦　油　里芋　

冬野菜豚汁 油揚げ　 こんにゃく　砂糖　ごま 746 32.1

(金） きんぴらごぼう

シュ二ッツェル 牛乳　鶏肉　卵　ウインナー パン　小麦粉　パン粉　油

ソーセージと野菜のスープ チーズ じゃが芋　オリーブ油 799 33.6

(月) カラフルサラダ 砂糖　

和風サラダ 牛乳　豚肉　油揚げ　みそ 地粉うどん　ごま油　油

抹茶風味のさつま芋蒸しパン わかめ　卵 砂糖　ホットケーキミックス 868 28.2

(火) バター　さつま芋

鱈のごま味噌かけ 牛乳　鱈　鶏肉　みそ　 米　麦　でん粉　油　砂糖

根菜汁 豆腐　 すりごま　こんにゃく 732 29.3

(水) ゆかり和え

五目豆腐 牛乳　豚肉　竹輪　豆腐 米　麦　油　砂糖　ごま油

ひじきのピリ辛サラダ みそ　ツナ水煮フレーク ラー油 748 31.0
(木) 果物（ネーブル） ひじき　

★歯や歯肉によい料理　　噛みごたえのある料理・カルシウムを多く含む食材料を使った料理 １年 ２年 ３年

※献立は都合により変更する場合があります。ご了承ください。 今月の給食回数 16 16 16

累計給食回数 147 148 151

１月給食予定献立表 さいたま市立浦和中学校
献  立  名 主  な  食  品 エ

ネ
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質体の調子をよくするもの
（緑）

9 麦ご飯
のりの佃煮

玉ねぎ　人参　グリンピース　

しょうが　小松菜　もやし

10 ハムと青菜の
ピラフ

玉ねぎ　にんにく　しめじ　人参

小松菜　パセリ

16
二色揚げパン
（ココア・抹茶）

抹茶　しょうが　玉ねぎ　人参

白菜　ほうれん草　とうもろこし

もやし

11
旨煮丼

（麦ご飯）

しょうが　干し椎茸　人参　玉ねぎ

たけのこ　小松菜　キャベツ　

大根　きゅうり　

15
麦ご飯

玉ねぎ　人参　いんげん　しょうが

ほうれん草　キャベツ　もやし

えのき茸

17 えび玉丼
（麦ご飯）

玉ねぎ　人参　たけのこ

グリンピース　キャベツ　もやし

ほうれん草

18 麦ご飯
ごま塩

玉ねぎ　にんにく　しょうが　長ねぎ

グリンピース　マッシュルーム

もやし　小松菜　キャベツ

21

麦ご飯

しょうが　玉ねぎ　大根　しいたけ

人参　トマト　ほうれん草　もやし

22
麦ご飯

人参　玉ねぎ　にんにく　しょうが

たけのこ　干し椎茸　長ねぎ

グリンピース　キャベツ　きゅうり

25

麦ご飯

キャベツ　玉ねぎ　大根　人参

白菜　長ねぎ　ごぼう

23
ラグビーボール

パン

玉ねぎ　にんにく　人参　セロリ

キャベツ　マッシュルーム

24
チキンカレー

（麦ご飯）

しょうが　にんにく　玉ねぎ　人参　

トマト　パイン缶　黄桃缶

28

コッペパン

玉ねぎ　人参　にんにく　

キャベツ　とうもろこし　赤ピーマン

アスパラガス

29 おっきりこみ風
うどん

（地粉うどん）

人参　大根　長ねぎ　干し椎茸

もやし　小松菜　抹茶

30
麦ご飯

大根　ごぼう　人参　長ねぎ　　

ほうれん草　キャベツ　きゅうり

31
麦ご飯

たけのこ　人参　玉ねぎ　しょうが

小松菜　もやし　果物

給食週間特別献立 １６日（水）・２４日（木）は、リクエスト給食です！
２１日（月）　１年生が家庭科で考えた献立
２３日（水）　ラグビーＷ杯開催にちなんでイギリス料理
２５日（金）　１年生が家庭科で考えた献立
２８日（月）　１年生が家庭科で考えた献立

　１月２４日から３０日は、「全国学校給食週間」です。これは、戦後学校給食が再開したことを記念して設けられました。
学校給食の長い歴史を振り返り、感謝の気持ちをもって給食をいただき、学校給食の意義や役割について理解と関心
を深める１週間です。
　本校では、給食週間の期間を中心に、特別献立を取り入れています。給食を通して食生活や食文化の大切さを考えると
ともに、自身の健康増進についても考えてみましょう。
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