
2月 　給食献立表

2022年度 滝川市教育委員会　学校運営課  1グループ（滝川第二・西・江部乙・東小学校/開西中学校）
赤の食品 緑の食品 黄の食品 調味料

主に体を作る 主に体の調子を整える 主に力や熱のもとになる
たんぱく質、無機質を多く含む カロテン、ビタミンCを多く含む 炭水化物、脂肪を多く含む

1(水)

豚飯かやく
豚肉　油揚げ ごぼう　にんじん　

つきこんにゃく　
しいたけ　生姜

米　強化米　
キャノーラ油　三温糖

酒　醤油　食塩

高野豆腐のみそ汁
こうや豆腐　油揚げ　
わかめ

はくさい　ほうれん草　
ぶなしめじ　ねぎ

みそ　煮干しだし

白身魚の和風あんかけ
真だらフライ たまねぎ　にんじん　

もやし
キャノーラ油　三温糖　
でん粉

醤油　酒

型抜きチーズ チーズ
2(木) ごはん 米　強化米

もずくの中華スープ

豆腐　ベーコン　卵
もずく

えのきたけ　ねぎ とりがらスープ　
塩ラーメンベース　醤油
酒　中華スープの素　
食塩　こしょう

ショーロンポー ショーロンポー

こんにゃくキムチ
豚肉 つきこんにゃく　

マイルドキムチ　枝豆
キャノーラ油　
エッグケアマヨネーズ　
三温糖　ごま油

酒　醤油

3(金) ごはん 米　強化米

白玉のみそ汁
豆腐　油揚げ だいこん　にんじん　

ごぼう　ねぎ
白玉もち みそ　煮干しだし

いわしのしょうが煮 いわししょうが煮

じゃがいものそぼろ煮
豚肉 にんじん　さやいんげん

たまねぎ
じゃがいも　三温糖　
キャノーラ油　でん粉

醤油　酒　みりん

黒糖大豆 黒糖大豆
6(月) ごはん 米　強化米

豚汁
豚肉　豆腐 だいこん　ごぼう　

にんじん　生姜
つきこんにゃく　ねぎ

じゃがいも　キャノーラ油 みそ　煮干しだし

玉子焼きのベーコン巻 玉子焼きのベーコン巻
ブロッコリーのおかかチーズあえ チーズ　かつお節 ブロッコリー　枝豆 醤油
おさつスティック おさつスティック

7(火) ごはん 米　強化米

おでん
うずらの卵　がんもどき　
魚河岸ボール

だいこん　こんにゃく　
にんじん

三温糖 醤油　みりん　かつおだし　
昆布だし

和風きんぴら包み焼き 和風きんぴら包み焼き
ふきのみそ炒め さつまあげ　油揚げ ふき　さやいんげん キャノーラ油　三温糖 みそ　醤油

8(水)

揚げパン（ココア味）
コッペパン　
キャノーラ油　
ミルメークココア

ゴロゴロポトフ
鶏肉 だいこん　にんじん　

ごぼう　しいたけ　
ブロッコリー

キャノーラ油　三温糖 野菜ブイヨン　醤油　酒　
食塩

ジャーマンポテト ジャーマンポテト
ヨーグルト ヨーグルト

9(木) ごはん 米　強化米

いももち汁
豆腐　油揚げ だいこん　ごぼう　

にんじん　ねぎ
いももち みそ　煮干しだし

いか天ぷら イカ天ぷら キャノーラ油

豚肉と切干大根のピリ辛炒め
豚肉 切干大根　にんじん　

にら　ぶなしめじ　
にんにく

ごま油　三温糖 酒　醤油　
オイスターソース　
トウバンジャン

10(金)

マーボー丼
豆腐　豚肉　大豆ミート にんじん　たまねぎ　

しいたけ　生姜　
にんにく

米　強化米　三温糖　
でん粉　キャノーラ油

みそ　醤油　
トウバンジャン　
テンメンジャン　酒

ワンタンスープ
ミートボール 竹の子　にんじん　ねぎ

もやし　チンゲンサイ
ウェーブワンタン 醤油　中華スープの素　

とりがらスープ　食塩　
こしょう

とっとチーズ とっとチーズ
13(月) ごはん 米　強化米

さつま汁
豚肉　豆腐　油揚げ ごぼう　にんじん　ねぎ　

ぶなしめじ
さつまいも　
キャノーラ油

みそ　煮干しだし

和風おろしハンバーグ カントリーバーグ 大根おろし 三温糖　でん粉 醤油　酒　みりん

ほうれん草のツナ炒め
ツナ水煮 ほうれん草　にんじん　

もやし
キャノーラ油 野菜ブイヨン　食塩　

こしょう　醤油
14(火)

キャロットピラフ

ハム にんじんジュース　
たまねぎ　にんじん　
ホールコーン　
マッシュルーム

米　強化米　発酵バター こしょう　
ケチャップ　野菜ブイヨン　
食塩

アルファベットスープ
ベーコン にんじん　キャベツ　

パセリ
アルファベットマカロニ
じゃがいも

とりがらスープ　
野菜ブイヨン　醤油　
食塩　こしょう

ブロッコリーとチーズのサラダ
チーズ ブロッコリー　

カリフラワー　枝豆
野菜いっぱいドレッシング

チョコタルト チョコタルト
15(水) ごはん 米　強化米

豆乳チゲ

豚肉　豆腐　豆乳 はくさい　だいこん　
にんじん　にら
マイルドキムチ　
ぶなしめじ

キャノーラ油 醤油　みそ　食塩　
とりがらスープ　
コチュジャン

ぎょうざ ぎょうざ

炒めビーフン
ハム にんじん　たまねぎ　

ねぎ　竹の子　しいたけ
ビーフン　ごま油　
三温糖

醤油　オイスターソース　
こしょう　
中華スープの素

アーモンド ア―モンド

日(曜) 献立
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16(木) ごはん 米　強化米

けんちん汁
豆腐　油揚げ にんじん　ごぼう　

だいこん　ねぎ
昆布だし　かつおだし　
醤油　みりん　酒　食塩

真ホッケちゃんちゃんフライ 真ホッケちゃんちゃんフライ キャノーラ油

小松菜とちくわの卵炒め
焼きちくわ　卵　
かつお節

小松菜　キャベツ エッグケアマヨネーズ
ごま油

醤油　食塩　こしょう

17(金)

チキンカレー
鶏肉　脱脂粉乳 にんじん　たまねぎ　

生姜　にんにく　
プルーンピューレ

米　大麦　強化米
じゃがいも　発酵バター

カレ―粉　カレールウ
ウスターソース　
中濃ソース　ケチャップ

くずし豆腐のサラダ 豆腐　しらす干し キャベツ　ホールコーン ごま 野菜いっぱいドレッシング
20(月) ごはん 米　強化米

韓国風すき焼き

豚肉　豆腐 たまねぎ　
つきこんにゃく　ごぼう　
にんじん　ねぎ　生姜　
にんにく　だいこん

三温糖　キャノーラ油 酒　コチュジャン　醤油

えびシューマイ えび入り大シューマイ

春雨サラダ
ハム キャベツ 春雨　

エッグケアマヨネーズ
食塩　こしょう

21(火) ごはん 米　強化米

たぬき汁
油揚げ　つと こんにゃく　はくさい　

にんじん　ごぼう　ねぎ
醤油　みりん　食塩　
かつおだし　昆布だし

さばのみそ煮 さばのみそ煮

高野豆腐の卵とじ
こうや豆腐　卵　
さつまあげ

にんじん　たまねぎ じゃがいも　三温糖 酒　醤油　かつおだし　
昆布だし

22(水)

クリームスパゲティ
えび　鶏肉　牛乳　
粉チーズ　生クリーム

たまねぎ　ほうれん草　
にんじん　
ホールコーン　パセリ

スパゲティ　
キャノーラ油　
発酵バター　小麦粉

白ワイン　野菜ブイヨン　
食塩　こしょう

キャベツのソテー
ベーコン キャベツ　ピ―マン キャノーラ油 野菜ブイヨン　食塩　

こしょう
プリン なめらかプリン

24(金) ごはん 米　強化米

厚揚げのカレー煮
絹厚揚げ　豚肉　
大豆ミート

たまねぎ　えのきたけ　
にんじん　竹の子

キャノーラ油　三温糖　
でん粉

酒　カレ―粉　醤油　
みりん

メンチカツ メンチカツ キャノーラ油

もやしとピーマンの炒めもの
もやし　ピ―マン キャノーラ油 野菜ブイヨン　食塩　

こしょう
27(月)

鶏そぼろ丼
鶏肉　卵　大豆ミート ごぼう　にんじん　

たまねぎ　枝豆　
しいたけ　生姜

米　強化米
キャノーラ油　三温糖

酒　醤油　みりん

ひじきボールのみそ汁
ひじきボール　豆腐 はくさい　キャベツ　

小松菜　ねぎ
みそ　煮干しだし

いよかんゼリー いよかんゼリー
28(火) ごはん 米　強化米

ミネストローネスープ
ベーコン　大豆 たまねぎ　にんじん　

パセリ
じゃがいも　発酵バター　
三温糖

トマトベースソース
野菜ブイヨン　食塩　
こしょう

えびカツ えびカツ キャノーラ油

いろどりソテー
ブロッコリー　
カリフラワー　
ホールコーン

キャノーラ油 野菜ブイヨン　食塩　
こしょう

今月の平均栄養量(小学校)　639Kcal　　たんぱく質　25.2ｇ　　脂質　21.6ｇ　　食塩　2.5ｇ
今月の平均栄養量(中学校)　783Kcal　　たんぱく質　30.4ｇ　　脂質　25.1ｇ　　食塩　3.1ｇ
〇牛乳は毎日つきます。物資の都合等により、献立を変更する場合がありますのでご了承ください。


