
 のり 　ぽんかん

じゃがいもの 　おにたいじ 　もやしの ちゅうか

カレーいため さわらの 　サラダ ちくわの 　サラダ 　ほうれんそうの ツナサラダ

太字は郷土料理と しおこうじやき 天ぷら オムレツ

地場産物です。 ごはん しばたふの  うめこんぶ さつまいもの 黒糖パン 　ミネストローネ 　ちゅうかあんかけ

ぽかぽかじる 　 ごはん みそ汁 （ごはん）

赤

黄

緑

エネルギー

　りんごゼリー 　ヨーグルト

　しょうゆフレンチ きらずいり たくあんサラダ ツナと
ほっけの こざかなの だいこんのサラダ

ポークカレー さいきょうやき カリカリフライ（２こ）

（ごはん） ごはん かきたま汁 ごはん 　マーボーどうふ 　ソフトめん ミートソース

赤

黄

緑

エネルギー

チョコクレープ

　カレマヨサラダ 　きりざい はるさめ アーモンド くきわかめの

ハートの さばのみそに サラダ チキン キャベツ チリコンカン きんぴら 　あつやきたまご
ハンバーグ たれカツ

いろどりごはん　わかめスープ ごはん さわにわん わかめごはん ワンタンスープ コッペパン はくさいの ごはん こにもん

スープ

赤

黄

緑

エネルギー

　カレーもやし 　ちゅうかサラダ おからの 　のりずあえ

　ぶりたれカツ 　　はるまき とうにゅうに とうふよせ かますの

しょうゆやき

ごはん さけかす豚汁 ごはん サンラータン  ゆでうどん 　カレー ごはん 　わかめのみそ汁

スープ 　なんばん汁

赤

黄

緑

エネルギー

　いよかんゼリー

コールスローサラダ

　ハヤシライス

（ごはん）

赤

黄

緑

エネルギー

＊ 献立は都合により、変更となる場合がありますので御了承ください。 ＜2月の地場産物＞　　米・とうふ・おから・厚揚げ・新発田麩・

酒かす・だいこん・キャベツ

たくあん・のざわな・もやし・にんじ
ん・ごぼう・えのきたけ・たけのこ・こ
まつな

もやし・きゅうり・にんじん・しいた
け・メンマ・長ねぎ

にんにく・しょうが・玉ねぎ・マッシュルー
ム・トマト・キャベツ・きゅうり・にんじん・
セロリ・しめじ・はくさい・ブロッコリー

kcal 826 kcal754 kcal kcal686 kcal 783 kcal 605

754 kcal 644

ぶた肉・牛乳

kcal

22

646

もやし・きゅうり・にんじん・しいた
け・玉ねぎ・長ねぎ・チンゲン菜・キャ
ベツ・しょうが

ぶた肉・とうふ・たまご・牛乳

米・小麦粉・米粉・揚げ油・春雨・
ごま油・砂糖・でん粉

kcal

月 火 水 木 金

しょうが・にんにく・にんじん・玉ねぎ・たけ
のこ・しめじ・はくさい・きくらげ・チンゲン
菜・だいこん・もやし・きゅうり・ぽんかん

ぶた肉・うずら卵・ツナ缶・牛乳

4 二小3年なし学校の給食予定

配膳図と献立名

体の調子を整える食品

1 豊浦小3年なし 2 節分メニュー 3 豊浦小4年なし

にんじん・こんにゃく・さやいんげん・
だいこん・えのきたけ・しょうが・長ね
ぎ

梅・大根・キャベツ・にんじん・えのき
たけ・もやし・長ねぎ・しいたけ

ほうれん草・もやし・キャベツ・とうも
ろこし・玉ねぎ・にんにく・にんじん・
セロリ・トマト

献
立

米・春雨・ノンエッグマヨネーズ・
ごま油・砂糖・でん粉

ぶり・ぶた肉・とうふ・牛乳

米・パン粉・小麦粉・揚げ油・砂
糖・じゃがいも・酒かす

もやし・にんじん・こまつな・ごぼう・だいこ
ん・こんにゃく・長ねぎ

21

628 kcal 772

675 kcal 838 kcal

献
立

28

米・じゃがいも・砂糖・ノンエッグ
マヨネーズ・ハヤシルウ

にんにく・しめじ・セロリ・玉ねぎ・に
んじん・キャベツ・きゅうり・とうもろ
こし・いよかん

667 kcal

献
立

米・米油・でん粉・ごま油・砂糖

kcal

10

603 kcal 740

豊浦小５・６年なし

日付

1198

小学校：エネルギー

823 kcal

中学校：エネルギー

献
立

7

にんにく・しょうが・玉ねぎ・にんじ
ん・セロリ・マッシュルーム・トマト・
だいこん・きゅうり

体をつくる食品

熱や力になる食品

ホッケ・とり肉・豆乳・おから・か
まぼこ・とうふ・たまご・牛乳

ワカサギ（東豊小のみシシャモ）・
とり肉・大豆・とうふ・牛乳

ぶた肉・大豆・ツナ缶・ヨーグル
ト・牛乳

ぶた肉・スキムミルク・牛乳

米・バター・じゃがいも・オリーブ
油・カレールウ・砂糖

しょうが・にんにく・玉ねぎ・にんじ
ん・チャツネ・りんご・キャベツ・もや
し

サワラ・ぶた肉・さつま揚げ・牛乳
昆布・タラ・グチ・あおさ・ひじき・青大豆・
魚肉・厚揚げ・牛乳・のり・かつお削り節・い
りこ

たまご・ベーコン・あさり・大豆・
牛乳

米・ごま油・じゃがいも・砂糖・ご
ま・新発田麩・でん粉

米・揚げ油・小麦粉・でん粉・砂糖・ノ
ンエッグマヨネーズ・さつまいも

パン・黒砂糖・砂糖・オリーブ油・
じゃがいも・大豆油

kcal 754 kcal

kcal 833

米・米油・砂糖・でん粉
米・揚げ油・ごま油・米油・砂糖・
でん粉・米粉・玄米粉

ソフトめん・米油・オリーブ油・砂
糖・ハヤシルウ

712 kcal 685 kcal 820

長ねぎ・にんじん・ごぼう・しいたけ・
こんにゃく・こまつな・しめじ

たくあん・もやし・きゅうり・にんじ
ん・しょうが・にんにく・たけのこ・し
いたけ・長ねぎ

kcal kcal695582 kcal

18 食育の日メニュー

とり肉・ぶた肉・かつお節・なる
と・とうふ・わかめ・牛乳

サバ・納豆・ぶた肉・かまぼこ・牛
乳

わかめ・とり肉・ぶた肉・牛乳 ぶた肉・大豆・ウィンナー・牛乳
たまご・くきわかめ・ぶた肉・とり
肉・ほたて・かまぼこ・牛乳

献
立

14 バレンタインメニュー 15 16 豊浦小リクエストメニュー 17

米・春雨・砂糖・でん粉
米・パン粉・小麦粉・揚げ油・砂糖・春雨・ご
ま油・ワンタンの皮・チョコクレープ パン・アーモンド・じゃがいも 米・ごま油・砂糖・さといも

広島菜・京菜・大根菜・とうもろこし・梅・か
ぼちゃ・ほうれん草・玉ねぎ・にんにく・しょ
うが・たくあん・キャベツ・にんじん・もや
し・長ねぎ

にんじん・こんにゃく・さやいんげん・
しいたけ・ごぼう・れんこん・たけのこ

kcal

25

ミナミカゴカマス・ツナ缶・のり・
厚揚げ・わかめ・牛乳

570 kcal

にんじん・こまつな・もやし・えのきた
け

米・じゃがいも・砂糖

745605 kcal kcal

24

703761 kcal615 kcal kcal

ゆでうどん・米油・砂糖・でん粉・
さつまいも・カレールウ

長ねぎ・しいたけ・ごぼう・にんじん・こん
にゃく・しめじ・玉ねぎ・こまつな・かぼちゃ

713

23

856 kcal

とうふ・タラ・とり肉・油揚げ・豆
乳・おから・牛乳

585 kcal 726 kcal 605 kcal 727 kcal 574

２０２２. ２ 新発田市学校給食北共同調理場

牛乳牛乳

牛乳 牛乳 牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳
牛乳

牛乳

牛乳

牛乳


