
25日 牛乳

(火)

スパゲティナポリタン

ブロッコリーサラダ

かぼちゃグラタン

ナッツと魚

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal たんぱく質 22.7 g 脂質 25.4 g 炭水化物 68.5 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 693 kcal たんぱく質 26.5 g 脂質 29.8 g 炭水化物 81 g

26日 牛乳
(水) 発芽玄米ごはん

煮付け(ソーキ)

さばのごま味噌煮
黒糖

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 703 kcal たんぱく質 26.2 g 脂質 23 g 炭水化物 99.6 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 821 kcal たんぱく質 30.5 g 脂質 26.3 g 炭水化物 118.3 g

27日 牛乳
(木) 麦ごはん 全幼稚園

もずく丼の具

卵とえのき汁
大根のレモン漬け

ミルメークデザート

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal たんぱく質 22.0 g 脂質 16.3 g 炭水化物 84.8 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 672 kcal たんぱく質 25.1 g 脂質 17.8 g 炭水化物 101.4 g

28日 牛乳

(金) 麦ごはん

チキンカレー

フルーツヨーグルト

一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 682 kcal たんぱく質 22.8 g 脂質 18.4 g 炭水化物 107 g
一食当たりの栄養価(中) ｴﾈﾙｷﾞｰ 819 kcal たんぱく質 27.2 g 脂質 21.1 g 炭水化物 131.3 g

31日 牛乳
(月) 胚芽ごはん

もずくの中華スープ

チャプスイ

くだもの
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal たんぱく質 21.1 g 脂質 15.1 g 炭水化物 85 g
一食当たりの栄養価(小) ｴﾈﾙｷﾞｰ 640 kcal たんぱく質 24.3 g 脂質 16.1 g 炭水化物 101.6 g

タンカン

１食当たりの栄養価(小学校) 基準値

1食当たりの栄養価(中学校) 基準値

もずく 絹ごし豆腐(大豆) 大根 えのき茸 長ねぎ 醤油 塩 コショウ 豚骨(豚)
かつおだし

鶏肉 でん粉 ごま油 油 人参 玉ねぎ 白菜 しめじ
ピーマン 竹の子 にんにく
ブロッコリー しいたけ 生姜
木くらげ

中華ベース
(小麦･大豆･鶏･豚･ごま)
醤油 塩

牛乳

はいが米 米

加糖練乳(乳) 脱脂粉乳(乳)
牛乳 ゼラチン(豚)

米ぬか油 水あめ ぶどう糖
砂糖 でん粉

いちご

卵 絹ごし豆腐(大豆) でん粉 えのき茸 チンゲン菜 醤油 塩 かつおだし 昆布だ
し砂糖 大根 レモン 酢

もずく 豚肉 かまぼこ(大豆) でん粉 油 にんにく 人参 玉ねぎ
キャベツ 赤パプリカ 小松菜

醤油 みりん 酒 コショウ 塩
トウバンジャン(大豆)
かつおだし

黒砂糖

牛乳

牛乳

米 発芽玄米

米 麦

ヨーグルト(乳) 砂糖 みかん缶 もも缶 パイン缶
ぶどう缶  西洋なし缶
チェリー缶

米 麦

鶏肉 脱脂粉乳(乳)
白花･大福豆

じゃがいも 小麦粉 油
バター(乳)

玉ねぎ 人参 ピーマン
かぼちゃ にんにく 生姜
プルーン

ウスターソース 塩 カレー粉
カレールウ
(小麦･大豆･鶏･牛)
デミグラスソース(小麦･鶏)
チャツネ(りんご)
チキンブイヨン(鶏)

牛乳

かたくちいわし アーモンド かぼちゃ種 砂糖
ごま 油

塩

ハム(豚･大豆･鶏) ノンエッグマヨネーズ
砂糖 ごま

ブロッコリー 人参 きゅうり ごまドレッシング
(卵･小麦･ごま･大豆･りんご）
醤油 酢

大豆 豆乳 じゃが芋 ショートニング
油 水あめ 砂糖 でん粉 米粉

玉ねぎ  かぼちゃ 食塩

豚ソーキ 昆布 厚揚げ(大豆)
ちくわ(卵抜き)

砂糖 油 大根 人参 こんにゃく
ごぼう 生姜

醤油 みりん 塩 かつおだし

さば みそ ごま 砂糖 米粉 みりん

ウインナー(豚) スパゲッティ(小麦) 砂糖
オリーブ油

マッシュルーム しめじ
玉ねぎ 人参 トマト
ピーマン にんにく

赤ワイン ケチャップ
トマトソース(トマト･大豆)
デミグラスソース(小麦･鶏)
コショウ 塩
チキンブイヨン(鶏)

エネルギーとなる 体の調子を整える

たんぱく質・無機質 炭水化物・脂質 ビタミン類

日 献立名
赤の食品 黄の食品 緑の食品

その他調味料など 欠食体の組織つくる

牛乳

14.0 g 炭水化物 103 g

エネルギー 830　Kcal たんぱく質 34.2 g 脂質 23.0 g

エネルギー 650　Kcal たんぱく質 26.8 g 脂質

炭水化物 121.3 g

令和4年1月 給食予定(アレルギー詳細)献立表
北谷町立学校給食センター

TEL:   936-3269
○アレルギー表示について

　 アレルギーは、表示義務食品・推奨食品にあわせて 2 8 品目を表示しています。

★しょうゆは（小麦・大豆）、みそは(大豆)、酢は（小麦）、油は（大豆）の成分を含んでいます。表示はしていません。

★ノンエッグマヨネーズ、ウスターソースは（大豆・りんご）の成分を含んでいます。表示はしていません。

★海藻類（あおさ・アーサ、もずく、ひじき）、しらす、チリメン、カエリ（小魚）などは、えび・かにの混入の可能性があります。

表示義務７品目 推奨２1品目

卵 ・乳・ 小麦 ・ えび ・ かに あわび ・ いか ・ いくら ・ さけ ・ さば ・ 牛肉 ・ 鶏肉 ・ 豚肉 ・ ゼラチン ・ 大豆 ・ ごま ・ くるみ

落花生(ピーナッツ)・ そば アーモンド・カシューナッツ ・ オレンジ ・ キウイフルーツ ・ バナナ ・ もも ・ りんご ・ まつたけ ・ やまいも

「ちーたん」のマークは、

郷土料理を示しています。


