
佐賀市中部学校給食センター

　　 　　　　 　 　

1群 2群 3群 ４群 5群 6群

肉・魚・卵 牛乳・小魚 穀物・イモ類

豆・豆製品 海藻類 砂糖

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

チンジャオロース 牛肉 青ピーマン,人参 たけのこ 砂糖 油

五目包子 五目包子

豚肉と白菜の炒め物 豚肉 白菜,玉葱 胡麻油

もやしスープ ちくわ もやし

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

ビーフストロガノフ 牛肉 玉葱,マッシュルーム 砂糖 マーガリン

ポテトサラダ ハム きゅうり,玉葱,コーン じゃがいも マヨネーズ

りんご りんご

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

ブリの照り焼き ぶり照焼

筑前煮 鶏肉 人参 ごぼう,れんこん,椎茸,枝豆 こんにゃく,里芋,砂糖 油

雑煮 蒲鉾 こねぎ 白菜 白玉餅

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

チキンのトマトソースかけ 鶏肉 トマト 玉葱,マッシュルーム 砂糖

チーズオムレツ チーズオムレツ

ほうれん草のソテー ウィンナー ほうれん草 コーン 油

洋風スープ ベーコン 人参,パセリ キャベツ

スパゲッティ麺 牛乳 牛乳 パセリ スパゲティ 油

ミートソース 豚肉,牛肉
北海道シュレッド
チーズ

人参,トマト 玉葱,マッシュルーム 砂糖 油

野菜とチーズのサラダ ハム クッキングチーズ 人参 キャベツ,きゅうり 和風ドレッシング

手作りぶどうゼリー ｾﾞﾘｰの素(ｸﾞﾚｰﾌﾟ)

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

白身魚の中華あんかけ ホキ 青ピーマン 黄パプリカ,玉葱 砂糖 油

蒸し餃子 ギョーザ

野菜炒め 牛肉 ほうれん草,人参 油

中華スープ 蒲鉾 えのき,玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

チキンカレー 鶏肉 人参 玉葱,リンゴピューレ 油,マーガリン

ロイヤルカツ ロイヤルカツ 油

野菜の中華炒め 豚肉 青ピーマン,人参 キャベツ 油

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

ピザ風ハンバーグ ハンバーグ
北海道シュレッド
チーズ

青ピーマン 玉葱

フライドポテト じゃがいも 油

ブロッコリーソテー ベーコン ブロッコリー 油

ポトフ ウィンナー 人参 じゃがいも

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

鶏肉の唐揚げ 鶏肉 , 油

厚焼きたまご 厚焼き卵

白菜のおかかまぶし ちくわ,かつお節 白菜,えのき 胡麻油

大根の味噌汁 油揚,合わせ味噌,米みそ 人参 大根

日

体の組織を作る 体の調子を整える エネルギーになる

アレルギー


緑黄色野菜 
その他の野菜・果物 
脂質

献立名
栄養価

エネルギー

☆都合により、献立内容が変更になることがあります。
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令和４年1月学校給食献立表

お箸・スプーン・

フォークは各自で

持参してください。

1月の給食目標

日本の食文化を知ろう

…落花生…エビ…牛乳・乳製品 …大豆…小麦 …卵 …カニ …そば

アレルギー表示記号

食物アレルギー対応食の提供については、魚介

類、甲殻類、果物類のみ対応しております。提

供にあたっては、申請書の提出や学校も交えた

面談等、事前の手続きが必要です。詳細は給食

センターへお問い合わせください。

TEL 0952-71-8090

食物アレルギー対応食について旬の食材

鰤、大根、

白菜、りんご

てっちゃんカルちゃん



1群 2群 3群 ４群 5群 6群

肉・魚・卵 牛乳・小魚 穀物・イモ類

豆・豆製品 海藻類 砂糖

日

体の組織を作る 体の調子を整える エネルギーになる

アレルギー


緑黄色野菜 
その他の野菜・果物 
脂質

献立名
栄養価

エネルギー

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

豚丼の具 豚肉 もやし,玉葱,椎茸 砂糖 油

大根とツナのサラダ ツナ 人参 大根,きゅうり,コーン 焙煎ごまドレッシング

手作り青りんごゼリー ゼリーの素(青りんご)

コッペパン 牛乳 牛乳 コッペパン

マカロニグラタン ウィンナー
スキムミルク,北海道
シュレッドチーズ

人参 マッシュルーム,玉葱 マカロニ 油,マーガリン

えびフリッター えびフリッター 油

野菜のペッパー炒め 鶏肉 人参 キャベツ,もやし 油

コンソメスープ ベーコン 人参,パセリ 玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

鯖の竜田揚げ サバ , 油

里芋の煮物 里芋,砂糖

塩ダレ炒め 豚肉 玉葱,キャベツ 油

かきたま汁 卵 人参,こねぎ 玉葱

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

酢豚 豚肉 青ピーマン,人参 たけのこ,椎茸,玉葱 ,砂糖 油,胡麻油

焼売 焼売

焼きビーフン ハム こまつな 玉葱 ビーフン 油

わかめスープ 豆腐 わかめ

ご飯 牛乳 牛乳 米,強化米

ふりかけ ふりかけ(かつおみりん)

いわし生姜煮 いわし生姜煮

金平ごぼう 人参 ごぼう 砂糖 胡麻油,ごま

肉じゃが 牛肉 人参 玉葱,グリンピース じゃがいも,砂糖 油

白菜の味噌汁 油揚,合わせ味噌,米みそ こねぎ 白菜,玉葱

カレーうどん(麺) 牛乳 牛乳 うどん麺 油

カレーうどん 鶏肉 玉葱,白ねぎ

温しゃぶサラダ 豚肉 人参 キャベツ,もやし

1食胡麻ドレッシング スクール焙煎ごまド
レッシング

野菜コロッケ 野菜コロッケ 油
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☆衛生管理には十分注意をして、温かいものは温かく、冷たいものは冷たいままの状態で配送いたします。

☆給食費（1食250円）の中に牛乳代は含まれていません。

☆栄養価は牛乳を含めたエネルギー量です。

☆給食の準備・片付けについて☆

・食べ残しは、そのままの状態で返却してください。

・ソース、ふりかけ、牛乳のストローなどの袋、つまようじは、クラスに配るゴミ袋に入れてください。

１８８９年（明治２２年）山形県鶴岡町（現在の鶴岡市）の私立中愛小学校で、当時弁当を持ってくることのできない児童に昼食を出したの

が学校給食の始まりだといわれています。

その後、第二次世界大戦中一時給食は中断しましたが、戦後ユニセフの救援物資（ＬＡＬＡ物資）でミルクとパンの学校給食が１９４６年再

開されました。

この日（１２月２４日）を学校給食記念日としましたが、現在では冬休みにあたるので、１ヶ月遅れの１月２４日から３０日までの一週間を

『学校給食週間』とするようになりました。

1月24日から30日は「全国学校給食週間」です！

《明治22年(1889年)》

・おにぎり

・塩鮭

・菜の漬物

・コッぺパン

・脱脂粉乳

・鯨肉の竜田揚げ

・千切りキャベツ

・ジャム

《昭和27年(1952年)》 《昭和52年(1977年)》

・カレーライス

・牛乳

・塩もみ

・スープ

・果物（バナナ）

≪これまでの学校給食≫


