
雑穀さつま芋ご飯 米　大麦　もちきび　さつま芋 日本酒

米油

牛乳 牛乳 乳

鯵の干物 鯵干物 菜種油

小松菜の煮びたし 油揚げ　鰹節 小松菜　キャベツ 醤油　みりん 小麦

豚汁 豚肉　豆腐　味噌 じゃが芋　米油 大根　ごぼう　人参　ねぎ だし（鰹　鯖　鰯）

ポーク 麦ご飯 米　大麦

カレーライス ポークカレー 豚肉　脱脂粉乳　白花豆 じゃが芋　米油　小麦粉　バター 人参　玉ねぎ　グリンピース　生姜 カレー粉　ケチャップ　ワイン 小麦　　　乳

白いんげん豆　チーズ にんにく　マッシュルーム　りんご デミグラスソース　ウスターソース

胡椒　スープストック

牛乳 牛乳 乳

コンソメスープ ベーコン 米油 人参　玉ねぎ　キャベツ スープストック　塩　胡椒　醤油 小麦

ぶどうゼリー ぶどうゼリー

　 わかめご飯 わかめ 米 塩 ご飯 米

牛乳 牛乳 乳 牛乳 牛乳 乳

筑前煮 鶏肉 里芋　米油　砂糖 蓮根　人参　ごぼう　こんにゃく 日本酒　醤油 小麦 鶏のから揚げ北本ねぎソース 鶏肉　卵　おから 片栗粉　菜種油　ごま油　ごま ねぎ 日本酒　りんご酢　醤油 小麦　　　卵

干し椎茸 砂糖　

かき玉雑煮 鶏肉　卵　なると 韓国もち　片栗粉 人参　ねぎ　小松菜 だし（鰹　鯖　鰯）　日本酒　塩 小麦　　　卵 マーボー白滝 豚肉　味噌 砂糖　ごま油　片栗粉 人参　生姜　にんにく　ねぎ 日本酒　醤油　豆板醤　塩 小麦

醤油 木くらげ　こんにゃく 中華だし　胡椒

みかん みかん 味噌けんちん汁 鶏肉　豆腐　味噌 里芋　米油 大根　人参　ごぼう　 だし（鰹　鯖　鰯）　日本酒

ガーリックピラフ 豚肉　 米　バター　米油 人参　玉ねぎ　にんにく　いんげん 日本酒　醤油　塩　胡椒 小麦　　　乳 ほうれん草　こんにゃく

マッシュルーム スープストック ライスボール ライスボール 小麦　　　乳

牛乳 牛乳 　 乳 牛乳 牛乳 乳

メンチカツ メンチカツ 菜種油 ハンバーグデミグラスソースがけ ハンバーグ 砂糖　米油 玉ねぎ　人参 中濃ソース　ケチャップ　ワイン 小麦

キャロットポタージュ ベーコン　牛乳　脱脂粉乳 米油　小麦粉　バター じゃが芋 人参　玉ねぎ　とうもろこし スープストック　塩　胡椒　 小麦　　　乳 デミグラスソース　

チーズ パセリ 花野菜のアーリオオーリオ ベーコン オリーブ油 カリフラワー　ブロッコリー 唐辛子　塩　胡椒

豆腐のそぼろ丼 ご飯 米 にんにく

そぼろ丼（具） 鶏肉　豆腐　鰹節 米油　砂糖　片栗粉 人参　小松菜　生姜 日本酒　みりん　醤油 小麦　　　 クラムチャウダー ベーコン　あさり　牛乳　 米油　バター　小麦粉　じゃが芋 人参　玉ねぎ　グリンピース スープストック　塩　胡椒　ワイン 小麦　　　乳

牛乳 牛乳 　 乳 脱脂粉乳

白菜と肉団子のスープ 鶏肉　おから 春雨　ごま油　片栗粉 白菜　人参　玉ねぎ　生姜 日本酒　醤油　スープストック 小麦 34.5
ほうれん草　干し椎茸 塩　胡椒　だし（鰹　鯖　鰯） 16.6%

ブルーベリータルト ブルーベリータルト

ご飯 米

牛乳 牛乳 乳

豚肉とくわいのピリ辛炒め 豚肉　生揚げ 砂糖　片栗粉　ごま油 くわい　人参　にら　にんにく スープストック　醤油　豆板醤 小麦

甜麺醤　日本酒

華風コーンスープ ベーコン　卵 じゃが芋　片栗粉 とうもろこし　人参　玉ねぎ　 中華だし　塩　胡椒 卵

ほうれん草

チョコクレープ チョコクレープ

ツイストパン ツイストパン 小麦　　　乳

牛乳 牛乳 乳

チキンのこんがり焼き 鶏肉　チーズ マヨネーズ　コーンフレーク 塩　胡椒 小麦　　　乳

パン粉

マカロニのヒリヒリ和え 鶏肉　牛乳　脱脂粉乳 マカロニ　小麦粉　バター にんにく　人参　玉ねぎ ワイン　ケチャップ　醤油　塩 小麦　　　乳

米油 マッシュルーム　グリンピース 胡椒　中華だし　豆板醤　日本酒

野菜スープ 豚肉 じゃが芋　米油 人参　玉ねぎ　キャベツ　セロリ スープストック　塩　胡椒　醤油 小麦

干し椎茸

肉味噌うどん 地粉うどん うどん 小麦

うどん（汁） 豚肉　味噌 砂糖　ごま油　片栗粉 生姜　にんにく　人参　筍　ねぎ だし（鰹　鯖　鰯　昆布）　みりん 小麦

干し椎茸　グリンピース 醤油　豆板醤

牛乳 牛乳 　 乳

白花豆コロッケ 白花豆コロッケ 菜種油 小麦　　　乳

野菜サラダ 人参　キャベツ　いんげん

和風ドレッシング 和風ドレッシング

麩和麩和丼 ご飯 米

麩和麩和丼（具） 鶏肉　卵　鰹節 麩　砂糖　米油 玉ねぎ　人参　干し椎茸　 醤油　日本酒　 小麦　　　卵

牛乳 牛乳 乳

すいとん汁 豚肉　油揚げ　脱脂粉乳 小麦粉 人参　小松菜　白菜　ねぎ だし（鰹　鯖　鰯）　塩　醤油 小麦　　　乳

みりん

りんご りんご

ご飯 米

牛乳 牛乳 乳

かれいの竜田揚げ かれい竜田揚げ 菜種油 小麦

大豆の磯煮 大豆　油揚げ　ひじき　鰹節 米油　砂糖 こんにゃく　枝豆 日本酒　醤油　塩 小麦

鶏肉

相性汁 ベーコン　牛乳　味噌 じゃが芋　米油 玉ねぎ　人参　ねぎ だし（鰹　鯖　鰯）　胡椒 乳

ご飯 米

牛乳 牛乳 乳

揚げごぼうの甘辛煮 豚肉 片栗粉　菜種油　砂糖　米油 ごぼう　にんじん　干し椎茸 みりん　醤油 小麦

こんにゃく　筍　いんげん

スンドゥブ 豚肉　あさり　味噌　豆腐　卵 ごま　ごま油 玉ねぎ　えのき茸　ねぎ　にら だし（鰹　鯖　鰯）　醤油 小麦　　　卵

生姜　にんにく　白菜キムチ

ヨーグルト ヨーグルト 乳

ココア揚げパン コッペパン　砂糖　菜種油 ココア 小麦　　　乳

牛乳 牛乳 乳

ツナサラダ 鮪油漬け 人参　玉ねぎ　とうもろこし

キャベツ

玉ねぎドレッシング 玉ねぎドレッシング 小麦

白菜のクリームシチュー 鶏肉　牛乳　脱脂粉乳　チーズ じゃが芋　小麦粉　米油 玉ねぎ　人参　マッシュルーム スープストック　塩　胡椒 小麦　　　乳

バター 白菜 ワイン

カルビラーメン 中華麺 中華麺 小麦

ラーメン（汁） 豚肉　 米油　ごま油　片栗粉 人参　筍　もやし　ねぎ　白菜 だし（昆布）　醤油　塩　コチジャン 小麦

生姜　にんにく 甜麺醤　

牛乳 牛乳 乳

ささみチーズフライ ささみチーズフライ 菜種油 小麦　　　乳

豆まめサラダ 大豆 キャベツ　枝豆　とうもろこし

コーンクリーミードレッシング コーンクリーミードレッシング

（給食回数　１５回）

２６
（木）

 北  本  市  教  育 委 員 会　
　　

780 32.4

801 31.8

２７
（金）

816

856 37.3

31.1

822 40.1

日
（曜）

使用する食品名

１１
（水）

32.4

調　味　料　他主に体の調子を整える食品
主にエネルギーの

                もとになる食品
主に体をつくる食品

献　　立
アレルギー表示義務7品目
（えび・かに・小麦・そば・卵・ 

乳・落花生）

エネルギー
（Kcal)

たんぱく質
（ｇ）

830

献立担当　北本市学校栄養士会

２５
（水）

都合により食材や献立を変更することがありますので、ご了承ください。

３１
（火）

１６
（月）

１２
（木）

１３
（金）

　たんぱく質　摂取エネルギーの13～20%
学 校 給 食 
摂 取 基 準

34.4

２４
（火）

　エネルギー　　　　　　　830kcal

３０
（月）

814

１　月　の　平　均　摂　取　量

816 36.4

887 31.9

836 32.4

１８
（水）

877

１７
（火）

２３
(月)

869 35.2

アレルギー表示義務7品目（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）について記載してありますが、同一ラインで製造している商品についてのアレルギー表示は記載してありません。
また、献立表に記載されていない微量の食材もありますので、献立表は、あくまでも参考資料としてご覧ください。ご不明な点はお問い合わせください。

１９
（木）

818 36.9

778 34.7
２０
(金）

827 30.6

856 39.4

令和５年 １月分献立表

学校給食

記念日献立
１月２４日から３０日は

全国学校給食週間

今月の北本産野菜の使用予定は

「里芋、人参、大根、ねぎ、地粉、白菜、キャベツ」 です

給食で旬を食べよう ～ 白菜・ブロッコリー～

中国原産の白菜は、東洋の代表的な野菜のひとつです。日清・日露戦争に従軍した日

本人が中国から種を持ち帰ったことから、本格的な栽培が始まったといわれています。

今では茨城県や長野県、群馬県などで多く生産されています。

白菜

＜主な栄養や成分＞

「カリウム」・・・・利尿作用があり、体内の余分な

塩分を排出する。

「ビタミンC」・・・風邪などの病気に対する抵抗力を

高める。

「食物繊維」・・・便秘を予防する。

＜調理のポイント＞

煮たり、炒めたりして火を通すと、かさが減っ

てたくさん食べられます。

特に、鍋物やスープにすると、汁に溶け出した

栄養素もそのまま食べられるのでおすすめです。

ブロッコリー

＜主な栄養や成分＞

「βーカロテン」・・体内でビタミンAに変換され、

皮膚や 粘膜の健康を維持する。

「ビタミンK」・・・・カルシウムの摂取を助ける。

「葉酸」・・・・・・・・赤血球を作り、貧血を予防する。

細胞を生産・再生する。

地中海沿岸原産の野生のキャベツを改良し、頭頂部のつぼみと茎を食べるように

なったのが始まりです。明治時代に日本に伝わりましたが、最初は「めずらしい西

洋野菜」として鑑賞用に親しまれていました。栄養価の高さが注目されると、次第

に日本でも料理に使われるようになりました。夏は北海道や長野県などの冷涼地、

秋～冬は埼玉県や愛知県などで生産が盛んです。

＜調理のポイント＞

蒸したり、少量の湯でゆでると、栄養素が流れ

出るのを防ぐことができます。

茎の部分も栄養素が豊富に含まれます。皮を

むいて薄切りにして生のまま食べたり、炒めたり

蒸したりするとおいしく食べられます。

２４日（火）【花野菜のアーリオオーリオ】（ブロッコリー）

３１日（火）【白菜のクリームシチュー】（白菜） を提供します。 旬を食べよう！！
＜参考文献＞

からだにおいしい野菜の便利帳/高橋書店

食べもの・食育図鑑/群羊社


