
１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

日 お　　か　　ず
肉類・魚 乳類・小魚 緑黄色野菜 淡色野菜・果物 穀類・いも類 油脂類

給食お休み

エネルギー（kcal） 547 659 787
たんぱく質（ｇ） 20.9 25.2 29.0
脂質（ｇ） 16.4 18.5 20.7
カルシウム（㎎） 268 281 290
鉄（㎎） 1.2 2.0 2.2
塩分（ｇ） 1.7 2.6 3.0
エネルギー（kcal） 500 622 763
たんぱく質（ｇ） 18.9 23.7 27.5
脂質（ｇ） 16.6 20.6 25.7
カルシウム（㎎） 367 441 481
鉄（㎎） 2.0 3.0 3.6
塩分（ｇ） 1.9 2.5 2.9
エネルギー（kcal） 550 654 806
たんぱく質（ｇ） 18.8 22.1 25.5

（ごはん） 脂質（ｇ） 15.1 16.9 18.5
カルシウム（㎎） 341 375 400
鉄（㎎） 1.1 1.4 1.9
塩分（ｇ） 2.2 2.8 3.2
エネルギー（kcal） 587 673 867
たんぱく質（ｇ） 25.0 29.0 36.6
脂質（ｇ） 14.5 16.1 18.2
カルシウム（㎎） 318 343 367
鉄（㎎） 2.4 2.9 3.9
塩分（ｇ） 1.6 2.0 2.3
エネルギー（kcal） 539 696 830
たんぱく質（ｇ） 21.7 26.3 30.3
脂質（ｇ） 18.6 25.5 29.3
カルシウム（㎎） 313 340 363
鉄（㎎） 2.1 2.9 3.9
塩分（ｇ） 1.8 2.5 2.7
エネルギー（kcal） 491 586 740
たんぱく質（ｇ） 26.3 31.5 37.4
脂質（ｇ） 10.7 11.4 12.3
カルシウム（㎎） 347 380 408
鉄（㎎） 1.8 2.7 3.1
塩分（ｇ） 1.4 1.9 2.2
エネルギー（kcal） 509 658 815
たんぱく質（ｇ） 16.9 21.0 25.1
脂質（ｇ） 18.5 23.0 27.4
カルシウム（㎎） 288 311 334
鉄（㎎） 1.4 1.7 2.0
塩分（ｇ） 1.7 2.2 2.8
エネルギー（kcal） 514 637 768
たんぱく質（ｇ） 21.4 25.8 30.7
脂質（ｇ） 18.9 21.9 25.3
カルシウム（㎎） 383 426 466
鉄（㎎） 2.2 3.0 3.8
塩分（ｇ） 2.0 2.4 2.7
エネルギー（kcal） 574 726 923
たんぱく質（ｇ） 23.5 28.9 35.9
脂質（ｇ） 17.3 20.0 22.5
カルシウム（㎎） 379 423 463
鉄（㎎） 2.3 3.4 4.1
塩分（ｇ） 2.1 2.8 3.1
エネルギー（kcal） 530 689 838
たんぱく質（ｇ） 23.4 29.8 36.1
脂質（ｇ） 16.8 20.9 25.1
カルシウム（㎎） 339 425 504
鉄（㎎） 2.9 4.0 4.7
塩分（ｇ） 1.8 2.3 2.8
エネルギー（kcal） 468 580 739
たんぱく質（ｇ） 23.0 27.4 32.4
脂質（ｇ） 12.8 15.6 18.5
カルシウム（㎎） 319 346 368
鉄（㎎） 2.3 3.0 3.3
塩分（ｇ） 1.9 2.2 2.4
エネルギー（kcal） 501 615 746
たんぱく質（ｇ） 19.7 24.0 29.1
脂質（ｇ） 21.1 25.0 28.7
カルシウム（㎎） 331 357 382
鉄（㎎） 1.3 1.8 2.3
塩分（ｇ） 2.0 2.4 3.0
エネルギー（kcal） 523 663 806
たんぱく質（ｇ） 21.2 25.6 29.4
脂質（ｇ） 12.9 15.8 19.4
カルシウム（㎎） 311 337 357
鉄（㎎） 1.9 2.7 3.3
塩分（ｇ） 1.8 2.2 2.6
エネルギー（kcal） 567 659 851
たんぱく質（ｇ） 26.7 31.3 38.7
脂質（ｇ） 17.6 20.6 23.8
カルシウム（㎎） 343 372 402
鉄（㎎） 1.7 2.1 3.1
塩分（ｇ） 2.2 2.8 3.0
エネルギー（kcal） 532 676 810
たんぱく質（ｇ） 26.5 34.1 40.6
脂質（ｇ） 16.5 19.4 22.2
カルシウム（㎎） 338 371 404
鉄（㎎） 2.9 3.6 4.2
塩分（ｇ） 1.5 2.1 2.4
エネルギー（kcal） 460 581 744
たんぱく質（ｇ） 21.0 25.4 33.7
脂質（ｇ） 12.0 13.0 15.1
カルシウム（㎎） 315 340 369
鉄（㎎） 2.3 2.9 3.8
塩分（ｇ） 1.9 2.4 2.9

栄養量の（　　）内は、基準量です。

【今月使用予定の会津若松市産の食材】 エネルギー（幼４９０kｃａｌ、小６５０kｃａｌ、中８３０kｃａｌ）

会津若松市産…精白米・木綿豆腐・油揚げ・こんにゃく たんぱく質（幼１６ｇ～２５ｇ、小２１ｇ～３３ｇ、中２７ｇ～４２ｇ）

河東町産…長ねぎ・じゃがいも・里いも・大根・白菜 脂質（幼１１ｇ～１６ｇ、小１４ｇ～２２ｇ、中１８ｇ～２８ｇ）

カルシウム（幼２９０ｍｇ、小３５０ｍｇ、中４５０ｍｇ）

鉄（幼２．０ｍｇ、小３．０ｍｇ、中４．０ｍｇ）

塩分（幼１．５ｇ未満、小２ｇ未満、中２．５ｇ未満）

木
　ヨーグルト かつおぶし ヨーグルト ふくじんづけ・きゅうり さとう

〇

12 根菜
こんさい

カレー

　和風
わふう

サラダ ハム すきこんぶ れんこん・にんにく・コーン じゃがいも ソース・ケチャップ

しょうゆ

　福神漬
ふくじんづ

け ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ・だいこん・キャベツ こめ こめあぶら カレールウ・酢

　わかさぎのフリッター　　すき昆布
こんぶ

の煮物
にもの

だいず・あぶらあげ わかさぎのフリッター ごぼう・ぜんまい さとう こめあぶら みりん・しょうゆ

　けの汁
じる

　　りんご　　【青森
あおもり

県
けん

】 みそ・（かつおぶし） すきこんぶ りんご

　　令和５年

１月
が つ

予定献立表
よ て い こ ん だ て ひ ょ う

　血や肉や骨の
　体の調子をよくする

　熱や力の

河東地区学校給食センター　　　　もとになる 　　　もとになる

11 青菜
あおな

ごはん

〇

🍀　日本列島味
にほんれっとうあじ

めぐり献立
こんだて

　🍀 ちくわ・しみどうふ ぎゅうにゅう にんじん こんにゃく・だいこん こめ だいずあぶら あおなごはんの素

水

（幼） （小） （中） のお知らせ

10 チキンライス

〇

　リヨネーズポテト とりにく ぎゅうにゅう

主食
牛
乳

調味料

栄　養　価

曜 ※㊥は中学生のみ、つきます

卵類・豆類 海藻類 さとう類 種実類

にんじん たまねぎ・コーン・オレンジ こめ こめあぶら ケチャップ・中華ｽｰﾌﾟの素

ｺﾝｿﾒ・塩・酒・しょうゆ

グリンピース・はくさい はるさめ こしょう・ｽｰﾌﾟｽﾄｯｸ

13 山菜
さんさい

なめこうどん

〇
　まんじゅうの天

てん

ぷら
とりにく ぎゅうにゅう にんじん わらび・えのきたけ

火
　オレンジ みそ

　肉
にく

だんごのスープ ウインナー ピーマン マッシュルーム・ほししいたけ じゃがいも

うどんめん だいずあぶら みりん

ナルト・あぶらあげ （こんぶ） こまつな たけのこ・なめこ さとう・こむぎこ 酒・一味

しょうゆ
金 　変

か

わりおひたし
（うどんめん）

かつおぶし ながねぎ・はくさい・コーン まんじゅう

16 五目
ごもく

ごはん

〇
　メンチカツ　　浅漬

あさづ

け
ぶたにく・メンチカツ ぎゅうにゅう にんじん ほししいたけ こめ

月 　沢煮椀
さわにわん

（かつおぶし） ごぼう・えのきたけ 酒

あぶらあげ こまつな はくさい・きゅうり さとう だいずあぶら ソース・塩

こめあぶら みりん・しょうゆ

17
ごはん

〇

　鮭
さけ

の塩焼
しおや

き　　塩昆布
しおこんぶ

和
あ

え さけ ぎゅうにゅう にんじん はくさい・キャベツ こめ

火

☆　学園
がくえん

＜８の２＞ﾘｸｴｽﾄ献立
こんだて

　☆ ハム ぎゅうにゅう にんじん キャベツ・きゅうり こめこいりパン

塩

　だんご汁
じる

とりにく しおこんぶ ごぼう・だいこん だんご しょうゆ

　青
あお

のり小魚
こざかな

（かつおぶし） あおのりこざかな ながねぎ

だいずあぶら 酢・しょうゆ

水

学び舎ゆめの森　海藻
かいそう

サラダ ベーコン かいそうミックス トマトピューレ たまねぎ・セロリ さとう・じゃがいも ごまあぶら コンソメ・塩・こしょう

　ミネストローネ　　りんご パセリ にんにく・りんご マカロニ バター ケチャップ・ココア

18 ココア揚
あ

げパン

〇

19 にんじんごはん

〇

🍀　食育
しょくいく

の日
ひ

献立
こんだて

　🍀 さんま・みそ ぎゅうにゅう にんじん しょうが・もやし こめ・さといも

木

こめあぶら コンソメ・塩

　さんまのしょうが煮
に

　　おひたし かつおぶし こまつな だいこん・はくさい さとう・みずあめ しょうゆ・酢

　具
ぐ

だくさん豚汁
とんじる

ぶたにく ながねぎ でんぷん

とりにく チーズ トマトピューレ にんにく・きゅうり こむぎこ ケチャップ・こしょう

20
スパゲテｲミートソース

〇
　オムレツ

ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ・マッシュルーム ソフトめん

金 　イタリアンサラダ
（ソフトめん）

だいず・オムレツ

しょうゆ

ごまあぶら

グリンピース・キャベツ さとう しょうゆ・酢・ナツメグ

こめあぶら ハヤシルウ・ソース・塩

キムチごはん

〇

☆　学園
がくえん

＜８の１＞ﾘｸｴｽﾄ献立
こんだて

　☆ ぶたにく・あぶらあげぎゅうにゅう にんじん しょうが・はくさいキムチ こめ こめあぶら

にんじん にんにく・こんにゃく でんぷん だいずあぶら 酒

しょうゆ

月
　みそ汁

しる

　　ヤクルト （かつおぶし） ほうれんそう ながねぎ さといも ごま

　たまご焼
や

き　　ごま和
あ

え たまごやき・みそ ヤクルト ニラ キャベツ・だいこん さとう

23

きぬさや きくらげ・ほししいたけ さといも

こまつな ながねぎ・はくさい・ほそだけ こめ・まめふ ごまあぶら 塩・こしょう
24

ごはん

〇

　ねぎみそ　　　　　　　　　＜会津
あいづ

の食
しょく

＞ みそ・とりにく ぎゅうにゅう

　鶏
とり

のから揚
あ

げ かつおぶし

火
　おひたし　　こづゆ ほたてかいばしら

25 ナン

〇

　バターチキンカレー　　＜インド料理
りょうり

＞
とりにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく・たまねぎ ナン

水

バター カレーこ・カレールウ

　グリーンサラダ ハム ヨーグルト トマト きゅうり・グリンピース さとう こめあぶら ケチャップ・ソース・塩

　ミルクプリン ミルクプリン ブロッコリー キャベツ しょうゆ・酢・こしょう

26 ごはん

〇

　磯和
いそあ

え　　　　　　　　　　＜浜
はま

通
どお

りの食
しょく

＞ かじきカツ ぎゅうにゅう こまつな キャベツ・もやし こめ・でんぷん

木

だいずあぶら ソース・ケチャップ

　かじきのソースカツ風
ふう

なまあげ のり にんじん ごぼう・だいこん・ながねぎ さとう しょうゆ・みりん

　八杯
はちはい

汁
じる

（かつおぶし） こんにゃく・ほししいたけ さといも 酒・塩

27 マーボーラーメン

〇

ぶたにく・とりにく ぎゅうにゅう にんじん ながねぎ・ほししいたけ ちゅうかめん　　　　　　　　　　　　　　　　＜中国
ちゅうごく

料理
りょうり

＞

　ショーロンポー

　バンバンジーサラダ
金

（ちゅうかめん）
ショーロンポー さとう ごま 中華ｽｰﾌﾟの素・しょうゆ

こめあぶら ﾃﾝﾒﾝｼﾞｬﾝ・鶏豚湯

とうふ・みそ ニラ にんにく・しょうが でんぷん ごまあぶら ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ・酒・酢

月
　あぶくま汁

じる

　　花
はな

みかん
みそ・さけ・（かつおぶし） はくさい・ながねぎ・ゆず

　凍
し

み豆腐
どうふ

のたまごとじ
とりにく・ちくわ・たまご さやいんげん ほししいたけ・だいこん・みかん じゃがいも

30 ごはん

〇

　納豆
なっとう

　　　　　　　　　　　＜中
なか

通
どお

りの食
しょく

＞ なっとう・しみどうふ ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ・こんにゃく こめ

31
ごはん

〇
　鶏肉
とりにく

とごぼうの炒
いた

め煮
に とりにく ぎゅうにゅう にんじん だいこん・はくさい こめ

ちくわ・とうふ あじのり こまつな ごぼう・こんにゃく さとう

火 　小松菜
こまつな

の和
あ

え物
もの

　　みそ汁
しる

みそ・（かつおぶし）味
あじ

のり

三幼

河東学園前期

もやし・ながねぎ さといも 酢

こめあぶら しょうゆ・酒

ごまあぶら みりん・一味

からし・しょうゆ

酒・みりん

なっとうのタレ

きゅうり・もやし

赤 緑 黄

毎日の給食を、インスタ
グラムにて紹介してい
ます！ぜひ、ご覧になっ
てみてください！



令和５年

                                                                                      下郷町学校給食共同調理場                                                                                      下郷町学校給食共同調理場

月 火 水 木 金

10 11 日本列島味めぐり献立 12 13
（青森県の郷土料理紹介）

オレンジ 　　　　　すき昆布の煮物 変わりおひたし

 　りんご 　　　　　和風サラダ

　ヨーグルト

リヨネーズポテト わかさぎのフリッター（幼小２コ・中３コ） まんじゅうの天ぷら

　　　　　　　　　　　　福神漬け

チキンライス　　肉だんごのスープ 　　　青菜ごはん　　　　けの汁 　　根菜カレー（ごはん） （うどんめん）　　山菜なめこうどん

三幼・河東学園前期 なし

16 17 18 学園<8の2>ﾘｸｴｽﾄ献立 １９ 食育の日献立 20

浅漬け 塩昆布和え りんご おひたし イタリアンサラダ

青のり小魚

メンチカツ 鮭の塩焼き 海藻サラダ さんまのしょうが煮 オムレツ

　　五目ごはん　　　　　沢煮椀 　　　　ごはん　　　　　だんご汁 ココア揚げパン　　ミネストローネ 　にんじんごはん　　具だくさん豚汁 （ソフトめん）　スパゲテｲミートソース

学び舎ゆめの森 なし

23 学園<8の1>ﾘｸｴｽﾄ献立 24　福島県の食（会津） 25　世界の料理（インド） 26　福島県の食（浜通り） 27　世界の料理（中国）

ごま和え おひたし 　ミルクプリン 磯和え バンバンジーサラダ

 ヤクルト

鶏のから揚げ

たまご焼き 　　　ねぎみそ グリーンサラダ かじきのソースカツ風 ショーロンポー（幼小１コ・中２コ）

　　キムチごはん　　　　　みそ汁 　　　　ごはん　　　　　　こづゆ 　ナン　　　バターチキンカレー 　　　　ごはん　　　　　八杯汁 （中華めん）　マーボーラーメン

30　福島県の食（中通り） 31

花みかん 小松菜の和え物

　納豆 　味のり

凍み豆腐のたまごとじ 鶏肉とごぼうの炒め煮

　　　　ごはん　　　　　あぶくま汁 　　　　ごはん　　　　　　みそ汁

　　　　　　　　　 河東地区学校給食センター

※都合により、献立が変更になる場合があります。ご了承く
ださい。

※毎月８（歯）のつく日は、「かみかみ献立」を実施します。

※毎月１９日（食育の日）前後は、地場産物を使った料理や会
津の郷土料理を取り入れた「食育の日献立」を実施します。

※毎月１回、全国各地の郷土料理を取り入れた「日本列島味
めぐり献立」を実施します。

　 　日本の学校給食は、明治２２（１８８９）年に山形県鶴岡市で

　　　１月２４日から３０日は全国学校給食週間です。

　　　関心を持ってもらえるようにと、毎年、「全国学校給食週間」が実施され

　　　ています。この機会に、ぜひ、ご家族でも学校給食の話などをしていた

　　　だけたらと思います。

　　　始まり、全国に広がっていきましたが、戦争により中断されました。

　　　戦後の食糧難で子ども達の栄養状態が悪化すると、学校給食の再開を

　　　求める声が高まり、海外からも物資が贈られるなどして、給食が再開され

　　　ました。世界中からの温かい支援に感謝するとともに、教育の一環として

　　　実施されている学校給食の意義や役割などについての理解を深めたり、

１月２５日（水）は給食

費の口座振替日です。

残高の確認をお願い

します。

再振替日は２月６日

（月）です。

ただし、大熊幼稚園、

学び舎ゆめの森はこれ

に該当しません。

毎日の給食を、インスタグ
ラムにて紹介していま
す！ぜひ、ご覧になってみ
てください！


