１月 学校給食献立予定表

平成30年度

富士吉田市学校給食センター
日

曜
日

赤（あか）

こんだて

緑（みどり）

備考
おもに

からだをつくる

おもに

びょうきからからだをまもる

ごはん
イカリングフライ

いか

パンこ こむぎこ こめあぶら
レタス きゅうり だいこん にんじん とうもろこし

ドレッシング

チキンカレー

とりにく スキムミルク

たまねぎ にんじん りんご にんにく しょうが

じゃがいも ルウ こめあぶら

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

だいだいのムース

にゅうせいひん

だいだいかじゅう

さとう

チョコクルクルパン

たまご スキムミルク

とりにくのからあげ

とりにく

しょうが にんにく

こむぎこ でんぷん こめあぶら

レタス きゅうり キャベツ ブロッコリー

ドレッシング

とうもろこし たまねぎ

ルウ バター オリーブオイル

火

コーンポタージュ

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

カスタードプリン

ぎゅうにゅう たまご

おろしハンバーグ

17

18

こめ むぎ
たまねぎ だいこん

パンこ でんぷん さとう

ベーコン

ほうれんそう とうもろこし にんじん

こめあぶら

じゃがいものみそしる

あぶらあげ わかめ にぼし みそ

もやし しめじ

じゃがいも

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

そぼろパン

スキムミルク

こむぎこ さとう マーガリン

あつやきたまご

たまご

さとう だいずあぶら

木 こまつなのごまあえ

こまつな きゅうり にんじん

ごま さとう

にんじん ねぎ ほししいたけ ほうれんそう

もち うどん

ちからうどん

あぶらあげ かつおぶし

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

わかめごはん

わかめ

さわらのさいきょうやき

さわら みそ

じゃがいものそぼろに

ぶたにく

にんじん たまねぎ しらたき さやえんどう しょうが

うずらたまごのすましじる

うずらたまご かつおぶし

ほうれんそう にんじん しめじ ねぎ

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

こめ

りんご
まごわやさしい きゅうしょく

ごはん

21

さけ

すきやきに

ぶたにく やきどうふ

ねぎ たまねぎ しらたき にんじん

さとう

ぐだくさんみそしる

あぶらあげ こんぶ にぼし みそ

だいこん にんじん ごぼう しめじ ほうれんそう ねぎ

さといも ごま こめあぶら

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

月

みかん
こむぎこ さとう クリームゴールド

ソフトフランスパン/クリームゴールド

ハニーマスタードチキン

とりにく

火 スパゲティサラダ

ポトフ

ウインナー

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

にんにく

はちみつ

レタス きゅうり にんじん とうもろこし

スパゲティ ドレッシング

にんじん たまねぎ キャベツ かぶ えだまめ

じゃがいも

ごはん

23

こめ

さけのしおやき

みかん

22

じゃがいも さとう でんぷん

金

りんご

大根を食べたとき、辛いと感じ
たことはないですか？大根には
「イソチオシアネート」という辛み
成分が入っていて、季節によっ
て辛さが変わってきます。夏と
冬では、夏の大根の方が辛く感
じます。夏は多いのに対し、冬
は寒さから身を守るために、辛
み成分が作り出せず、甘い大根
になります。

力うどんは、「おもち」の入っ
たうどんです。平安時代、お
もちは、各行事のお祝いの
食べ物として天皇や貴族の
間で食べられるようになりま
した。縁起の良い食べ物な
ので、新しい年の始まりに、
給食でも取り入れてみまし
た。

ねぎは、根元の白い部分を
食べる「根深ねぎ」と、葉の
部分を食べる「葉ねぎ」に分
けられます。今日の給食で
は「根深ねぎ」を使っていま
す。白い部分が多くなるよう
に土を集め、ねぎに日が当
たらないようにして育てま
す。そのまま食べると辛いで
すが、煮込むと甘くとろりとし
た口当たりになります。

今日は「まごわやさしい給
食」です。豆類・種実類・海
藻類・野菜類・魚類・きのこ
類・いも類の７種類が全て
入った献立です。バランスの
良い食事は、病気を予防し
て健康な体を作ります。丈夫
な体で、毎日元気に過ごせ
るように、好き嫌いをしない
で何でも食べるようにしま
しょう。

かぶは、アブラナの一種で、
キャベツや白菜と同じ仲間に
分けられます。呼び方も「か
ぶら」とか「かぶな」など、い
ろいろあります。根っこの部
分だけではなく、葉っぱの部
分もおいしく食べることがで
きます。今の時期が旬の野
菜です。

こめ

ぎょうざ

とりにく ぶたにく

キャベツ たまねぎ にら

こむぎこ

ビビンバソテー

ぶたにく

にんにく しょうが ほうれんそう だいずもやし にんじん

ごまあぶら さとう

えびボールスープ

たら えび

はくさい にんじん たまねぎ にら ほししいたけ

はるさめ でんぷん さとう

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

ライチかじゅう

さとう

水

ライチゼリー

今日は吉田中学校のリクエ
スト給食です。３年生のみな
さんの好きなメニューを取り
入れました。唐揚げは全て
の中学校でダントツ１位でし
た。チョコクルクルパンや
コーンポタージュ、プリンも人
気メニューの１つです。味
わって食べてください。

さとう

とりにく ぶたにく

水 ほうれんそうのソテー

３学期が始まりました。今年
もたくさん給食を食べて、元
気に過ごしてくださいね。今
日のデザートに使われてい
る「だいだい」は、「実が木か
ら落ちにくく、大きく実ること
から、家の繁栄を願った果
物」として、かがみもちや正
月飾りにも使われたりしてい
ます。

こむぎこ さとう マーガリン
チョコレート

むぎごはん

16

ちからになる

金

グリーンサラダ
15

おもに
こめ

だいこんサラダ
11

黄（き）

ライチは中国で作られた果
物です。赤茶色でかたいウ
ロコのような皮で覆われてい
ますが、果肉は半透明の白
色でみずみずしく、甘さと香
りがとても良い果物です。ビ
タミンCもたくさん入っていま
す。世界三大美女のひとり
「楊貴妃（ようきひ）」が好ん
だ果物と言われています。

日

24

曜
日

赤（あか）

こんだて

緑（みどり）

からだをつくる

ごまパン

スキムミルク

わかさぎフリッター

わかさぎ あおのり

おもに

木 いろどりやさいあえ

金

ほうとう

あぶらあげ ぶたにく にぼし みそ

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

にんじん かぼちゃ だいこん しめじ ねぎ

ほうとう

こめ きび

ぶたにくのネギソース

ぶたにく

しょうが ねぎ

でんぷん こめあぶら さとう

おおつかにんじんのソテー

マグロ たまご

おおつかにんじん

ごまあぶら

ゆばのすましじる

ゆば とうふ かまぼこ かつおぶし

ほうれんそう にんじん えのき

ブルーベリージョア

にゅうせいひん

ブルーベリー
きゅうしょくしゅうかん③

こめ

さばのみそに

さば みそ

ごもくきんぴら

さつまあげ

ごぼう にんじん こんにゃく ほししいたけ さやいんげん

さとう あぶら ごまあぶら

おつけだんご

あぶらあげ にぼし みそ

にんじん だいこん はくさい ねぎ しめじ

こむぎこ じゃがいも

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう
ももかじゅう

さとう

さとう

月

きゅうしょくしゅうかん④

コッペパン

スキムミルク

ふじざくらポークのフランクフルト

ふじざくらポークのフランクフルト

レタス

レタス

キャベツのガーリックソテー

キャベツ もやし にんじん とうもろこし にんにく

こめあぶら

はくさい にんじん たまねぎ

マカロニ ルウ オリーブオイル

火

マカロニシチュー

ベーコン ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう
きゅうしょくしゅうかん⑤
こめ むぎ

ワインビーフのあまからに こうしゅうワインビーフ
水 あおはただいずポリポリ

しょうが たまねぎ にんじん しらたき ほししいたけ

あおはただいず あおのり

けんちんじる

とうふ ちくわ にぼし

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

みかん

さといも こめあぶら

みかん
トルコ きゅうしょく

ホブサ
ケバブ

さとう
でんぷん こめあぶら

ごぼう にんじん だいこん こんにゃく ほうれんそう
ねぎ

とりにく

にんにく しょうが バジル

せんキャベツ

こむぎこ さとう
オリーブオイル さとう マヨネーズ

キャベツ

木

レンズまめのスープ

レンズまめ ベーコン

ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

フルーツヨーグルトあえ

ヨーグルト

１月２４日から３０日は全国
学校給食週間です。今日か
ら１週間は、山梨県の郷土
料理や山梨県で作られた食
材を紹介します。１日目は富
士五湖でもとることができる
わかさぎと山梨県の郷土料
理ほうとうを紹介します。

今日は、大塚にんじんとゆ
ばの紹介です。大塚にんじ
んは市川三郷町でとれるに
んじんで、長さが１００ｃｍくら
いあります。今の時期が旬
で、収穫されると収穫祭が行
われるそうです。また、すま
し汁に入っているゆばは、身
延町でつくられたものを使い
ました。

今日は、桃とおつけだんご
の紹介です。山梨県は、桃
の生産量が日本一の県で
す。今日は、その山梨県の
桃を使ったゼリーです。おつ
けだんごは、大月市の郷土
料理です。汁物の中に旬の
野菜や、小麦粉を水で溶い
た団子を入れた料理です。
味は塩味やしょうゆ味など、
家庭によっても違います。今
日の給食では、みそ味です。

こむぎこ さとう
さとう バター

むぎごはん

31

こむぎこ さとう ごま

ごま さとう ごまあぶら

こうしゅうワインビーフどん

30

ちからになる

きゅうり もやし あかピーマン きピーマン

きゅうしょくしゅうかん②
【あじめぐり～いちかわみさとちょう～】

やまなしけんさんのはくとうゼリー

29

おもに

こむぎこ でんぷん さとう こめこ
こめあぶら

ごはん

28

びょうきからからだをまもる

きゅうしょくしゅうかん①

きびごはん

25

黄（き）
備考

おもに

あかピーマン きピーマン たまねぎ にんじん セロリ
にんにく トマト

オリーブオイル おおむぎ こむぎ

みかん おうとう はくとう パイナップル

ナタデココ さとう なまクリーム

今日は、富士桜ポークの紹
介です。富士桜ポークとは、
山梨県で開発された豚肉で
す。きめが細かく、口の中で
とろけるようなやわらかい食
感です。今日はその肉を
使ったフランクフルトと、レタ
スをパンにはさんで、ホット
ドッグにして食べてください。

最終日は、甲州ワインビー
フと青畑大豆です。甲州ワイ
ンビーフは、甲州市の牧場
で、ワインを作るときに出る
ぶどうの「しぼりカス」をエサ
として育てられた牛の肉で
す。ぶどうの効果で、やわら
かい肉が作られるそうです。
今日は甘辛い味にしたの
で、ごはんの上に盛り付け
て、牛丼にして食べてくださ
い。また、青畑大豆は富士
吉田でつくられた大豆です。
カリカリに揚げて、青のりと
塩をまぶしました。
今日はトルコ料理の紹介で
す。トルコ料理は世界三大
料理の１つです。トルコでは
乳製品がたくさん使われて
いて、ヨーグルトはトルコが
始まりの場所と言われてい
ます。また、豚肉は使わず、
羊肉や鶏肉がよく食べられ
るそうです。ハーブや香辛料
を使ったスパイシーな味が
特徴です。

※学校行事や材料の都合により、献立を変更する場合があります。
※メニューごと使用材料を分類して表示しています。しかし微量の材料は記載してありません。また食物のコンタミネーションの有無はこの献立予定表では確認できません。

明治22年、山形県の小学校で始まったとされる学校給食。戦争によって中止されながらも、さまざまな歴史をたどり、現在まで
続いています。「全国学校給食週間」は、戦後にアメリカの支援団体からの援助により、学校給食が再開されたことを記念して定
められたもので、学校給食の意義や役割について理解を深め、関心を高めることを目的としています。

