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給食だより
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今年は降雪が少なく、雪かきの機会が減るのはありがたいのですが、冬のイベントや越冬野菜等
の農業への影響の懸念もあります。多すぎると困る雪ですが、少なすぎるのも心配です。
インフルエンザ、胃腸炎などの感染症もまだまだ油断できません。加えて新型ウイルスの報道も有
り、受験生の皆さんは特に予防の必要がありそうです。

家族みんなでかぜ予防を！
手洗いやうがいをする習慣を身につけて、家族でかぜの
予防対策をしましょう。かぜをひいた時はしっかり栄養を
取り、回復に努めましょう。

給食費の納入をお願いします

お支払いを忘れている方はいませんか？

保護者の皆様に納入いただいております給食費は、食材の購入のみに当てられています。調
理員の人件費や水道代・ボイラーなどの光熱水費はいっさい含まれておりません。給食費が不
足すると、食材の購入に影響が出ます。また、不足の場合も補助などはいっさいありません。
もし、納入をお忘れの方がいらっしゃいましたら、早急にお支払いをお願いいたします。
状況によりましては、やむを得ず献立の変更もありえますので、ご了承ください。保護者の
皆様のご理解とご協力を、よろしくお願いします。

栄中学校

月

火

3
豆とひき肉のカレー
あさりのカリッとサラ
ダ

4

水

木

金

味噌ラーメン
シナモンポテト
りんご

5
ひじきごはん
竹輪チーズ詰め揚
げ
中華サラダ

6
ご飯
豚汁
ほっけカレー揚げ
おかかふりかけ

7
横割りパン
エビバーグ・照り焼きソース
スライスチース
キャロットポタージュ
パイン缶

牛肉 豚肉 玉ねぎ 人
参 セロリ 生姜 にんに
く 手亡豆 パセリ レー
ズン 小麦粉／あさり 生
姜 小麦粉 きゅうり キ
ャベツ 人参 ごま油 白
ごま

豚肉 玉ねぎ 人参 生
姜 にんにく 白すりごま
白ごま 豆板醤 ごま油
もや し 玉ねぎ メンマ
人参 ほうれん草 長ね
ぎ 茎わかめ ／さつま
いも

胚芽精米 米粒麦 鶏肉
ひじき 油揚げ しらたき
人参 グリンピース／白竹
輪 チーズ 小麦粉 卵
／ ハ ム 春 雨 き ゅう り
もやし 人参 ごま油
白ごま

豚肉 豆腐 じゃがいも
板こんにゃく 人参 大根
玉ねぎ ごぼう 長ねぎ
生姜 一味唐辛子／ ほっ
け 小麦粉 ／しらす干し
糸かつお 切りのり 白ご
ま

ベ ーコン 玉ねぎ 人 参
じゃがいも パセリ 小麦
粉 バター チース スキ
ムミルク 牛乳 豆乳

10

11

12
ビビンバ
白花豆コロッケ
フルーツミックス

13
ご飯
マーボー豆腐
かれいのから揚げ・
バーベキューソース
磯和え

14
背割りコッペ
クリームシチューカレ
ー風味
スパゲティソテー
いよかん

胚芽精米 米粒麦 豚肉
焼き豆腐 メンマ 長ね
ぎ 生姜 にんにく ご
ま油 豆板醤 人参 ほ
うれん草 もやし 白ご
ま 一味唐辛子／みかん
缶 パイン缶 なし缶
黄桃缶なつみかん缶

豆腐 豚肉 生姜 にんに
く 人参 長ねぎ 干しい
たけ オイスターソース
豆板醤 一味唐辛子／小
松菜 白菜

豚肉 セロリ じゃがいも
玉ねぎ 人参 パセリ
小麦粉 バター 牛乳
豆乳 スキムミルク チー
ズ ／スパゲティ ベー
コン 玉ねぎ 人参 ピ
ーマン

18
パスタボンゴレ
バジルポテト

19
コーンピラフ
高野豆腐のフライ
黄桃缶

20
豚ミックス丼
みそ汁
デコポン

21
コッペパン
ポテトグラタン
ごぼうチップサラダ
キウイフルーツ

胚芽精米 米粒麦 バタ
ー 鶏肉 えび ほたて
人参 玉ねぎ 小麦粉
バター チーズ 牛乳 ス
キムミルク 豆乳 マッシ
ュルーム グリンピース／
ハム ほうれん草 ホー
ルコーン 白ごま

あさり 大豆水煮 玉ね
ぎ 人参 マッシュルーム
セロリ 生姜 にんにく
パセリ 小麦粉 ／じゃが
いも にんにく オリーブ
油 バジル

胚芽精米 米粒麦 バタ
ー ベーコン 玉ねぎ
人参 ホールコーン マッ
シュルーム パセリ ／高
野豆腐 小麦粉 白すり
ごま 卵 パン粉 白ご
ま

豚肉 生姜 小麦粉 厚
揚げ 玉ねぎ たけのこ
人参 ピーマン 白ごま
／じゃがいも にら

ベーコン 玉ねぎ じゃ
がいも 人参 小麦粉
バター チーズ スキム
ミルク 牛乳 豆乳 パ
ン粉 粉チーズ パセリ
／ ハム キャベツ き
ゅうり ホールコーン
ごぼう 白ごま

24

25
カレーうどん
青のりポテト
デコポン

26
ちらし寿司
チキンカツ
おひたし

27
ご飯
青菜丸子湯
ひじき春巻
昆布の佃煮

28
揚げパン
ポテトスープ
ラーメンサラダ
ヨーグルト

鶏肉 つと 人参 玉ね
ぎ ごぼう 干しいたけ
ほうれん草 たもぎたけ
長ねぎ 小麦粉 ／じゃ
がいも 青のり

胚芽精米 米粒麦 つと
油揚げ 人参 干しいた
け かんぴょう ひじき
白ごま のり／鶏肉 小
麦粉 卵 ／なばな も
やし 糸かつお

豚肉 焼き豆腐 パン粉
生姜 卵 青梗菜 生しい
たけ きくらげ／刻み昆布

ソフトフランスパン きな粉
／ベーコン じゃがいも
玉ねぎ 人参 パセリ／
生ラーメン ハム きゅう
り もやし ホールコーン
人参 ごま油 白ごま

ご飯
スンドゥブ
揚げポークシュウマイ
おひたし
豆腐 豚肉 生姜 にん
にく 豆板醤 ごま油 あ
さり 人参 玉ねぎ えの
き茸 ニラ／小松菜 もや
し 糸かつお

17
ピラフのホワイトソー
スかけ（エビ入り）
ほうれん草とコーン
のサラダ

＊牛乳 200ｍｌが毎日つきます。 ＊献立は諸事情により変更することもあります。
＊くだものは、八百屋さんと入荷状況を相談してから確定します。変更することもあります。
＊わかめやしらす干しなどには、エビ・カニが混入していることもあります。
＊調味料などは重複するため省略しています。＊冷凍食品等の詳細な成分表が必要な方は学校までお問い
合わせください。
＊2 月 13 日かれいのから揚げには卵が入っていることもあります。確認して食べましょう

