
平成30年　　水口学校給食センター 　　TEL６２－０７４３　ＦＡＸ６３－４２５０

血や肉になるもの（赤） 力や熱となるもの（黄） 体の調子を整えるもの（緑）

★お正月献立 ぶりのてりやき 牛乳　ぶり　 米　さとう　でんぷん だいこん　にんじん　青ねぎ

10 水 ごはん おぞうに 白みそ　かつおぶし もち　さといも

こうはくなます

ポテトカップグラタン 牛乳　チーズ パン　じゃがいも　でんぷん ほうれん草　たまねぎ

11 木 コッペパン ミネストローネ ぶた肉 米粉マカロニ　オリーブ油 きゃべつ　にんじん　パセリ

ゆでブロッコリー　わふうﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ さとう　小麦粉　マーガリン トマト　ブロッコリー

★カルちゃんの日 やきししゃも 牛乳　ししゃも 米　サラダ油 たまねぎ　にんじん

12 金 ごはん にくだんごいりすましじる とり肉　油あげ　わかめ さとう　でんぷん こまつな　たけのこ

こまつなのなめしのぐ ちりめんじゃこ　かつおぶし ごま　ごま油 たくあん（だいこん）

★カミカミ献立 はるまき 牛乳　とり肉　ぶた肉　 米　大麦　小麦粉　はるさめ きゃべつ　きくらげ　たまねぎ

15 月 むぎごはん ちゅうかコーンスープ だいず　 ひまわり油　でんぷん とうもろこし　青ねぎ　

くきわかめのかみかみいため くきわかめ ごま油　さとう ごぼう　にんじん

やさいいりすりみステーキ 牛乳　たら ソフトめん　 きゃべつ　れんこん　たまねぎ　にんじん

16 火 ソフトめん かやくじる ぶた肉　かまぼこ サラダ油　でんぷん はくさい　青ねぎ　ほししいたけ

よもぎあんもち あずき もち米　さとう　小麦粉 よもぎ

コーンコロッケ 牛乳　 米　でんぷん　小麦粉　パン粉 とうもろこし　たまねぎ　にんじん

17 水 ごはん コンソメスープ さとう　ひまわり油　じゃがいも セロリー　マッシュルーム

ツナとひじきのサラダ ツナ　ひじき たまごなしマヨネーズ パセリ　れんこん　

さばのおろしソース 牛乳　さば 米　さとう　でんぷん だいこん　

18 木 ごはん おでん とり肉　こんぶ　ちくわ さといも　小麦粉 にんじん　こんにゃく

わかめのすのもの わかめ もやし　

★ふるさと献立 さつまいものてんぷら 牛乳　とり肉 米　さつまいも　てんぷら粉 うめぼし　たまねぎ

19 金 ごはん とりのじゅんじゅん やきどうふ ひまわり油　ふ　さとう はくさい　にんじん　青ねぎ

うめぼし しがらきのこうちゃゼリー いとこんにゃく　紫香楽紅茶　ゆず

とうふナゲット 牛乳　とうふ　豆乳 米　大麦　小麦粉　サラダ油 たまねぎ　にんじん　えだまめ　

22 月 むぎごはん トマトのスープ すり身　とり肉 さとう　でんぷん とうもろこし　しめじ　マッシュルーム

きゃべつとぶたにくのオイスターいため ぶた肉 トマト　きゃべつ　もやし　しょうが

★鉄ちゃんの日 ハンバーグケチャップソースがけ 牛乳　黒だいず　とり肉 パン　でんぷん　 はくさい　たまねぎ　

23 火 くろまめパン ぐだくさんスープ ぶた肉　まるの油あげ さとう にんじん　パセリ

ほうれん草とコーンのソテー サラダ油 ほうれん草　とうもろこし

★しか肉を味わおう しかとやさいのからあげ 牛乳　しか肉　とり肉 米　でんぷん　　 かぼちゃ　たまねぎ　だいこん　

24 水 ごはん こうかやさいのカレー ひまわり油　じゃがいも にんじん　にんにく　しょうが

かんぴょうのごまあえ 小麦粉　さとう　ごま かんぴょう　さやいんげんまめ

★甲賀のしょくざいを味わおう こうかしのおちゃしゅうまい 牛乳　ぶた肉　とり肉 パン　小麦粉　 甲賀市のお茶　たまねぎ

25 木 コッペパン じばやさいスープ ベーコン でんぷん　さとう だいこん　にんじん

チョコレートクリーム はくさいのしそあえ パセリ　はくさい　もやし　あかしそ

★しがの食文化財を味わおう すごもろこのつくだに 牛乳　びわます　 米　さとう　 しめじ　まいたけ　たもきだけ

26 金 アメノイオごはん うちまめじる すごもろこ　だいず ごぼう　にんじん　れんこん

ひのなづけあえ 油あげ　みそ 青ねぎ　ひのな　だいこん
★しょくじのマナーを身につけよう さんまのしおやき 牛乳　さんま 米　大麦　 だいこん　ごぼう

29 月 むぎごはん ぶたじる ぶた肉　みそ さといも　さとう にんじん　青ねぎ

とくせいのり ごもくまめに だいず　こんぶ　のり こんにゃく

★むかしの給食 くじらのカレーあげ 牛乳　くじら　 パン　じゃがいも たまねぎ　にんじん　

30 火 コッペパン とうにゅうポタージュスープ とり肉　豆乳 でんぷん　ひまわり油　 とうもろこし　グリンピース

ボイルきゃべつ さつまいも　米粉 きゃべつ　
★ファイバーくんの日 あつやきたまご 牛乳　たまご 米　でんぷん たまねぎ　にんじん　

31 水 ごはん ぶたじゃが ぶた肉 じゃがいも　さとう さやいんげんまめ　

しがけんさん大豆のなっとう なっとう いとこんにゃく　
＊使用食材などご質問があれば水口学校給食センターまでお問い合わせください。
＊材料の都合により献立の一部を変更することがあります。
＊月・水・金・18日は空弁当箱を持って登校しましょう。
＊麺製造工場では、小麦粉・そば粉・卵・乳を含む製品を製造しています。
＊パン製造工場では、卵などを含む製品を製造しています。（別紙参照）

　※1/12 （金）やきししゃも　 　　　小学校２尾、中学校２尾
　※1/22 （月）とうふナゲット　 　　小学校２こ、中学校３こ
　※1/25 （木）おちゃシュウマイ　 　小学校２こ、中学校３こ
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1月　 学　校　給　食　献　立　表

日 曜 主　　　食 牛乳 献立名
主　　　な　　　使　　　　用　　　材　　　料

保護者の皆様からいただいております給食費は全て子どもたちの給食材料を買うためのお金です。

お支払いをしていただかないと、毎日の給食材料を買うことができません。 必ずお支払いください。

★そうぞうしてみよう みんないきていた★

★放射能測定
結果★

11月24日～12月
21
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は、全て不検出で
した。
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