
食パン　　　　　　　　　

千切りやさいスープ

チキンとペンネのトマト煮

ソフール（プレーン）　　いちごジャム

ポークカレーライス

バンバンジーサラダ

あっけし極みるく

五目うどん

はんぺんフライ

スライスパイン

たこ飯

豆腐ときのこのみそ汁

鶏肉のみぞれかけ

やさい炒め

ご飯

じゃがいもとわかめのみそ汁

焼き魚（塩さば）

だいこんのそぼろ煮

ご飯

メンマ入りやさいスープ

豆腐のチリソース煮

肉シューマイ

ご飯

はくさいと油あげのみそ汁

ミートローフ

ほうれん草ののりあえ

森高牛乳

あんかけラーメン

牛乳もち入りフルーツあえ

ホイコーロー丼

山菜汁

ココアババロア

コッペパン

ホワイトシチュー

鶏肉のハーブ焼き

ツナサラダ

ご飯

豆腐と長ねぎのみそ汁

スタミナ（とんかつ）

スタミナ（やさい炒め）　　とろろ昆布

あっけし極みるく

カレーうどん

大学いも

かきご飯

三平汁

鶏肉のマーマレード焼き

梅おかかあえ

ご飯

だいこんと油あげのみそ汁

焼き魚（ほっけ）

肉じゃが

親子丼

豚汁

つぼ漬け

森高牛乳

やさいしょうゆラーメン

ポテトのチーズ煮

ご飯

玉子とほうれん草のみそ汁

とんてき

鶏肉とやさいのさっぱり煮

ハヤシライス

コールスローサラダ

※生しいたけは厚岸町上尾幌で生産されています。

小低学年
（１・２年）

小中学年
（３・４年）

小高学年
（５・６年）

中学校

　　エネルギー量　Ｋcal ６１６(530) ６８９(650) ７４８(780) ８３２(830)

　　たんぱく質      g ２６．１（21.8） ２９．０（26.8） ３１．１（32.2） ３４．０（34.2）

ラーメンの汁にはやさいや肉が
たくさん入っています。具も
しっかり食べて、色々な えい
ようそをとるようにしましょ
う。

たまごはえいよう満点の食べ
物です。からだをつくるため
に必要な成分「アミノ酸」を
バランスよくとることができ
ます。

今月は厚岸町産の食材をた
くさん使いました。水道の
水は冷たいですが、食事の
前には手をしっかり洗いま
しょう。

７日の「さば」は厚岸漁業
協同組合様から無償提供し
ていただいたものです。味
わって食べてください。

たこ飯の「たこ」は厚岸町
産です。やさい炒めには北
海道産のほたてを入れて作
ります。

大学いもは小２個・中３個
です。カレーうどんの汁が
服につかないよう、気を付
けて食べてください。

牛乳もちは給食センターで手作
りします。今回も森髙牛乳を使
います。甘くてもちもちとした
食感がおいしいデザートです。

肉シューマイは小２個・中
３個です。チリソースとは
トマトにとうがらしや塩、
さとう、酢を加えた調味料
です。

18日は「厚岸定食の日」で
す。厚岸海産さんに加工し
てもらったかきをたくさん
使い、かきご飯をつくって
います。三平汁に入ってい
る「たら」も厚岸町産で
す。
21日のほっけも厚岸町産で
す。骨に気を付けて食べて
ください。

今日は節分です。五目うど
んの具には、大豆から作ら
れている「油あげ」が入っ
ています。

ひさしぶりにポークカレー
が登場します。皆さんはチ
キンカレーとポークカレー
どちらが好きですか？

月

ミートローフは給食セン
ターで手作りします。ひき
肉ととうふ、やさいがたっ
ぷり入っています。

２月14日はバレンタインデーで
す。デザートをココアババロア
にしました。日本にチョコレー
トが伝わったのは18世紀末だと
いわれています。

ひとこと
曜
日

火

水

木

28

牛乳　豚肉　スキムミルク
生クリーム

米　強化米　じゃがいも　バター にんじん　玉ねぎ　マッシュルーム
りんごピューレ　ダイストマト
にんにく　しょうが　キャベツ
ホールコーン　きゅうり

月

25

牛乳　たまご　こんぶ　みそ
豚肉　鶏肉　うずら卵　生あげ

米　強化米　三温糖　こんにゃく ほうれん草　生しいたけ　玉ねぎ
しょうが　にんにく　だいこん
にんじん　えだまめ金

24

森高牛乳　豚肉　チャーシュー
なると　うずら卵　ベーコン
チーズ

パックラーメン　サラダ油
じゃがいも　バター

メンマ　にんじん　もやし
はくさい　ほうれん草　にんにく
ホールコーン　玉ねぎ　パセリ木

22

牛乳　豚肉　豆腐　みそ　こんぶ
鶏肉　なると　たまご　高野豆腐

米　強化米　じゃがいも　つきこん
米油

にんじん　ごぼう　だいこん
長ねぎ　はくさい　干ししいたけ
玉ねぎ　えだまめ　たけのこ火

21

牛乳　油あげ　みそ　こんぶ
ほっけ　豚肉

米　強化米　じゃがいも　しらたき
三温糖　米油

だいこん　にんじん　玉ねぎ
しょうが　いんげん

月

18

牛乳　かき　こんぶ　たら　豆腐
鶏肉　糸けずり　ひじき

米　むぎ　三温糖　米油
じゃがいも　しらたき

にんじん　干ししいたけ　しょうが
だいこん　長ねぎ　マーマレード
にんにく　キャベツ　きゅうり
もやし

金

17

あっけし極みるく　鶏肉　なると
こんぶ

パックうどん　米油　三温糖
さつまいも　サラダ油　ざらめ
ごま

にんじん　玉ねぎ　生しいたけ
長ねぎ

木

16

牛乳　豆腐　みそ　こんぶ　豚肉 米　強化米　小麦粉　乾パン粉
ごま油　でん粉　サラダ油
三温糖

長ねぎ　玉ねぎ　にんじん
はくさい　たけのこ　いんげん

水

15

牛乳　豚肉　生クリーム
スキムミルク　鶏肉　ツナ　わかめ

コッペパン　じゃがいも　バター にんじん　玉ねぎ　ホールコーン
えだまめ　キャベツ　もやし

火

14

牛乳　鶏肉　豚肉 米　強化米　いももち　ごま油
でん粉　米油　三温糖

山菜ＭＩＸ　にんじん　ごぼう
だいこん　長ねぎ　生しいたけ
キャベツ　ピーマン　にんにく
しょうが

月

10

森高牛乳　豚肉　チャーシュー
うずら卵　なると　生クリーム

パックラーメン　ごま油　でん粉
三温糖　米油

メンマ　にんじん　はくさい
ほうれん草　もやし　にんにく
しょうが　フルーツＭＩＸ缶
パイン缶　みかん缶

木

9

牛乳　油あげ　みそ　こんぶ
豆腐　豚肉　たまご　焼きのり

米　強化米　乾パン粉　バター
三温糖

はくさい　にんじん　玉ねぎ
しめじ　ほうれん草　もやし
にんにく水

8

牛乳　鶏肉　なると　えび　豆腐 米　強化米　米油 はくさい　にんじん　メンマ
干ししいたけ　玉ねぎ しょうが
にんにく火

牛乳　豚肉　スキムミルク　鶏肉 米　強化米　じゃがいも　バター
米油

7

牛乳　わかめ　みそ　こんぶ　さば
豚肉

米　強化米　じゃがいも
こんにゃく　米油　三温糖
でん粉

えだまめ　しょうが　しめじ
えのき　だいこん　にんじん
玉ねぎ　もやし　キャベツ4

1

牛乳　ベーコン　こんぶ　鶏肉
ソフール（プレーン）

食パン　じゃがいも　マカロニ
米油

キャベツ　にんじん　だいこん
玉ねぎ　マッシュルーム

玉ねぎ　にんじん　しょうが
にんにく　りんごピューレ
もやし　キャベツ　きゅうり

金

2

日 献
こん

立
だて

名
めい 赤

あか

の仲間 
なかま 

血
ち

や肉
にく

になる

黄
き

の仲間 
なかま 

熱
ねつ

や力
ちから

の元
もと

になる
千切りやさいスープには、厚岸
町産のさおまえこんぶを使って
います。こんぶには「食物せん
い」がたくさんはいっているの
で、体の調子をととのえるはた
らきもあります。

緑
みどり

の仲間 
なかま 

体
からだ

の調子
ちょうし

を整
ととの

える

今日は受験生応援メニュー
です！とんかつとやさい炒
めをご飯にかけて、スタミ
ナ丼をつくって食べてくだ
さい。

今月の栄養価

3

あっけし極みるく　鶏肉　うずら卵
油あげ　こんぶ

パックうどん　三温糖　サラダ油
米油

にんじん　玉ねぎ　生しいたけ
ごぼう　ほうれん草　長ねぎ
パイン缶

玉ねぎ　だいこん　えだまめ
にんじん　しょうが

牛乳　たこ　こんぶ　みそ　豆腐
鶏肉　豚肉　ほたて干貝柱

米　むぎ　三温糖　米油

都合により、献立・材料等が変更する事がありま
すので、ご了承くださいますようお願いいたします。

令和3年度 厚岸町学校給食センターこんだてひょう


