
月 火 水 木 金

９日　　成人の日 10日　カミカミこんだて 11日　　お正月行事食 12日　納豆にチャレンジ！ 13日　楽しく食べよう

  　カミカミごぼうサラダ   　　ちくぜんに 三色キムチ

北会津の
りんご

ミルメーク
コーヒー

味のリ
なっとう

ほうれん草卵まき 　　　ツナのすのもの

カレーうどん　 　ごはん　　　えのきのみそ汁 ごはん　　　　　すきやきに

16日　ほうれん草を味わおう 17日　豆を味わおう 18日　だんご汁を味わおう 19日クリームシチューの発祥は？ 20日　プルコギを味わおう

ごまふうみあえ   　　　豆まめサラダ ひじきソテー ツナとブロッコリーのサラダ もやしのナムル

レアチーズ
いちご

北会津の
りんご

国産いちご
ジャム

みかん

　

きびなごフライ ミニ肉まん さわらのさいきょうやき
ミートオムレツ プルコギ

ごはん　　　　はっぽうさい タンメン　　 ごはん　　　 だんご汁 米粉３０％パン　　白菜のクリーム ごはん　　たまごコーンスープ
　 シチュー

23日 オータムポエムを味わおう 24日　会津の郷土料理 25日 学校給食の歴史 26日 中通りの郷土料理 27日 浜通りの郷土料理

ヨーグルト
ほうれん草のおかかあえ しおこんぶづけ ひきないり ひじきのいりに

　　　　　　

ミルク
プリン

北会津の
りんご いよかん

オータムポエムの
イタリアンサラダ

まんじゅうとにしんの天ぷら さけの塩やき 川俣しゃもハンバーグ いわきのかじきカツ

ポークカレー・福神漬 　にこみうどん　　 ゆかりごはん　　　うち豆入り ごはん　　かきたまみそ汁 ごはん　八杯汁（はちはいじる）

　　　　　　　　　　　　　豚汁

30日 リクエストこんだて 31日　野菜たっぷり！

大根のちゅうかサラダ

大学いも

みそラーメン　　

　

北会津地区学校給食センター

【今月の給食の目標】

☆地域の料理について知ろう

1月生まれのみなさん
お誕生日おめでとう!

みんなでお祝いしながら
楽しく食べよう

だんごさしとだんご汁
会津では、小正月にみ

ず木の枝にだんごをさし、
豊作や無病息災などを祈る
風習があります。１９日には
枝からだんごをはずし、だ
んご汁などにして食べます。
だんご汁は、「食べ物を粗
末にしない」という先人の知
恵から生まれた料理です。

あけまして

おめでとうございます

今年もよい１年に

なりますように

全国学校給食週間とは？
戦後（昭和２１年）学校給食が再開されたのを記念して定められました。学校給食に

ついて理解や関心を深め、食べ物に対して、また給食のために働いてくれている方々

に対して、感謝の気持ちを忘れないようにするための一週間です。☆給食週間中は

会津の郷土料理、中通りの郷土料理、浜通りの郷土料理、給食記念日献立、荒舘小

６の２リクエスト献立を実施します。お楽しみに！！

2023年 わたしの食生活の目標は？
荒舘小６の２

リクエスト献立
テーマ「冬が旬の食材を

生かして」

たくさんのご応募ありがとう

ございました。旬の食材を取

り入れた素晴らしい献立が多

かったです。その中から採用

された作品は？お楽しみに！

1月の地産地消
１月に使用する会津若松市産の食材は、ほうれん草、オータムポエム、大根、白菜、
キャベツ、ニラ、小松菜、ねぎ、里芋、りんご（北会津産）、米、豆腐の予定です。

今年の目標



赤の食品 緑の食品 黄色の食品

小学校 中学校

650 830
21.1～

32.5
27.0～

41.5
14.4～

21.6
18.4～

27.6

2未満 2.5未満 

カレーうどん 737 926 豚肉　油あげ にんじん　たまねぎ うどん　きび砂糖

カミカミごぼうサラダ 28.2 35.3 なると　ツナ　 ごぼう　キャベツ 米油　ごま油

北会津のりんご 25.5 28.2 牛乳 きゅうり　えだまめ ごま

うどん 3.8 4.1 りんご カレールウ

ほうれん草たまごまき 637 784 ほうれん草卵まき にんじん　れんこん ごはん　

ちくぜん煮　味のリ 27.3 31.8 とり肉 ごぼう　さやいんげん じゃがいも

えのきのみそ汁 19.3 21.8 生あげ たけのこ　しいたけ　 三温糖　米油

ごはん ミルメークコーヒー 2.7 3.1 牛乳　味のり 大根　白菜　えのき ミルメーク　

なっとう 629 787 納豆　ツナ にんじん　キャベツ　ねぎ ごはん　

三色キムチ 28.0 33.5 豚肉　焼き豆腐 白菜　キムチ　たくあん 三温糖

ツナの酢の物 20.7 23.6 牛乳　わかめ きゅうり　えのきたけ ごま

ごはん すき焼き煮 2.2 2.6 しいたけ　しらたき 車ふ

671 817 とり肉　とうふ にんじん　にら 麦ごはん

28.3 34.1 たまご　 オータムポエム かたくり粉

22.3 25.8 笹かまぼこ キャベツ　玉ねぎ 小麦粉　パン粉

にんじんごはん 2.5 2.8 牛乳　のリ えのきたけ　みかん 米油　ごま

きびなごフライ 676 820 豚肉　とり肉 ほうれんそう　にんじん ごはん

ごまふうみあえ 27.0 33.5 いか　うずら卵 チンゲンサイ　もやし かたくり粉

八宝菜 25.1 29.1 牛乳　きびなご たけのこ　たまねぎ 米油　

ごはん レアチーズいちご 2 2.3 レアチーズ 白菜　しいたけ 白ごま

タンメン 705 905 豚肉　なると にんじん　キャベツ 中華めん

豆まめサラダ 28.8 34.8 ハム もやし　きくらげ きび砂糖

ミニ肉まん 20.5 23.4 黄大豆　 ねぎ　大根　白菜 ミニ肉まん

ちゅうかめん 2.9 3.2 牛乳　わかめ 枝豆　りんご 米油　

さわらの西京焼き 684 809 さわら　ちくわ にんじん　こまつな ごはん

ひじきソテー 31.1 36.3 とり肉　油あげ コーン　枝豆 白玉もち

だんご汁 20.0 22.5 牛乳　ひじき 大根　ごぼう ごま油

ごはん 北会津のりんご 2.3 2.7 小魚 ねぎ　りんご

ミートオムレツ 664 809 ミートオムレツ ブロッコリー 米粉パン

ツナとブロッコリーのサラダ 27.3 33.2 ツナ　とり肉 にんじん　キャベツ じゃがいも

白菜のクリームシチュー 21.3 25.4 牛乳　生クリーム 玉ねぎ　白菜 米油　バター

米粉３０％パン 国産いちごジャム 2.7 3.3 調理用牛乳 ぶなしめじ　パセリ きび砂糖

プルコギ 656 779 豚肉　 にんじん　もやし ごはん

もやしのナムル 26.6 30.9 糸かまぼこ ほうれん草　白菜 きび砂糖　

たまごコーンスープ 22.2 25.0 とうふ　たまご チンゲン菜　玉ねぎ 白ごま　片栗粉

ごはん みかん　 2.3 2.7 牛乳　 ぶなしめじ　コーン 米油　ごま油

ポークカレー・福神漬け 746 921 ぶた肉 にんじん　玉ねぎ 麦ごはん

オータムポエムの 26.6 31.7 ドライサラミ オータムポエム じゃがいも

　　イタリアンサラダ 24.5 27.7 チーズ 福神漬け カレールウ

ごはん ヨーグルト　 2.7 3.2 牛乳　ヨーグルト パイン きび砂糖

にこみうどん 787 919 とり肉　油あげ にんじん　もやし うどん　

まんじゅうとにしんの天ぷら 33.6 37.5 身欠きにしん ほうれん草　白菜 茶まんじゅう

ほうれんそうのおかかあえ 21.5 22.7 かつお節 ごぼう　大根 小麦粉　

うどん 2.4 2.8 牛乳 ねぎ　しいたけ　 米油

さけの塩焼き 675 812 さけ　生あげ　 にんじん ごはん

塩こんぶづけ 32.1 37.2 うち豆　豚肉 こまつな じゃがいも

うち豆入り豚汁 17.6 19.2 牛乳　塩こんぶ 大根　白菜 米油

ゆかりごはん 給食週間ミルクプリン 2.7 2.9 ミルクプリン キャベツ　赤しそ たまご

川俣しゃもハンバーグ 664 785 川俣しゃもハンバーグ にんじん　大根 ごはん

ひきないり 30.2 35.1 しみ豆腐 ごぼう　しいたけ 三温糖

かきたまみそ汁 17.3 20.3 さつまあげ　 小松菜　白菜 米油

ごはん 北会津のりんご 2.2 2.4 牛乳　たまご ねぎ　りんご

いわきのかじきカツ 738 851 かじきカツ にんじん　枝豆 ごはん

ひじきのいりに 29.7 33.0 とりひき肉　 いんげん　大根 さといも

八杯汁（はちはいじる） 19.2 20.4 大豆 ごぼう　つきこん 米油　三温糖

ごはん いよかん 2.7 3.1 牛乳　ひじき ねぎ　いよかん 片栗粉

みそラーメン 749 900 ぶた肉 にんじん　もやし ちゅうかめん

だいがくいも 30.0 36.0 なると キャベツ　ねぎ 米油　ざら砂糖

大根のちゅうかサラダ 21.0 23.8 ハム　錦糸卵 きゅうり きび砂糖

ちゅうかめん 2.8 3.2 牛乳　 大根　きくらげ ごま油

16 月

豆類

ほうれんそうを味わおう　ほうれんそ
うが旬です。ビタミンＣは、夏のほう
れんそうの３倍！甘みが増しておいし
いほうれんそうを和え物で味わいま
す。

13 金

魚介

楽しく食べよう　１月生まれのみなさん、
お誕生日おめでとうございます。にんじん
やオータムポエム、にらなどの緑黄色
野菜たっぷりの風邪予防メニューでお
祝いです。

１月生まれお誕生日

お祝いこんだて

豆類

クリームシチューは日本生まれ？！
クリームシチューは西洋料理？と思わ
れがちですが、日本発祥の料理です。
今日は白菜をたっぷり入れました。

 令和4年度　北会津地区学校給食センター

日 曜 主食 おかず・デザート 牛乳

　
給食センターからの

メッセージ
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10 火

たまご

カミカミこんだて　今年も健康で元気に
活躍できるようにと願い、体が温まる
カレーうどんと噛みごたえのあるごぼ
うサラダで３学期のスタートです。

19 木

12 木

いも

納豆にチャレンジ！　納豆には、たんぱ
く質、カルシウム、鉄、ビタミンＢ2、
食物せんいなどが豊富です。苦手な人
も三色キムチを入れてチャレンジして
みましょう。

11 水

魚介

お正月行事食　伊達巻に見立てた
「ほうれん草卵まき」と根菜類が
たくさん入った「筑前煮」で新年
をお祝いします。

プルコギを味わおう　プルコギは韓国
料理の中でもポピュラーな肉料理
です。韓国語で「プル」は火を、
「コギ」は肉を意味します。

学校給食の歴史を知ろう　1月24日は
「給食記念日」。明治22年山形県鶴岡
市の私立忠愛小学校でおにぎり、焼き
魚、漬物を出したのが学校給食の始ま
りです。

20 金

23

26 木

いも

24 火

海そう

会津の郷土料理を味わおう
まんじゅうとにしんの天ぷらを味わい
ながら、先人の知恵や会津の食文化に
ついて学びます。

25 水

月

魚介

オータムポエムを味わおう　オータム
ポエムは秋から冬にかけてとれる緑黄
色野菜で黄色の花が咲きます。ビタミ
ン類やカルシウムが多いです。

いも

17 火

たまご

豆を味わおう　豆まめサラダにはえだ
豆と黄大豆を入れました。豆類はたん
ぱく質、カルシウム、鉄、ビタミン
類、食物繊維が豊富な優れた食品で
す。

18 水

いも

だんご汁を味わおう　だんごさしのだ
んごを「むだにしないように」として
作る「だんご汁」。食べ物を大切にす
る心を学びながら食べます。

　あけましておめでとうございます。今年も学校給食センターでは、子どもたちの健やかな成長を願い、
安全でおいしい給食の提供に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
☆今月の会津若松市産の食材は、米、ほうれんそう、オータムポエム、大根、白菜、
キャベツ、ニラ、小松菜、ねぎ、里芋、りんご(北会津産)、豆腐の予定です。
☆今月の給食費の口座振替日は25日です。ご準備をお願いいたします。
☆材料の都合により献立が変更になる場合があります。あらかじめご了承願います。

中通りの郷土料理を味わおう　県北地
方の特産品「川俣しゃも」を使ったハ
ンバーグと県北地方の郷土料理「ひき
ないり」を味わいます。

浜通りの郷土料理を味わおう　「いわ
きのかじきカツ」「ひじきのいりに」
「八杯汁」を味わいいわきの特産物や
郷土料理を学びます。

27 金

魚介

30 月
荒舘小６の２リクエスト献立

冬が旬の食材を生かして

31 火

海そう

野菜をたっぷり！　野菜はビタミン類、
食物繊維が多く体の調子をよくするほ
か、免疫力を高め病気予防効果もあり
ます。みそラーメンとサラダでしっか
り補給！

リクエスト献立を味わおう　給食になるのはだれの作品でしょう。お楽しみに！！

1月のよていこんだて


