
給食で使用している油はなたね油です。また醤油には大豆、小麦が使用されています。

給食調理場及び加工食品製造工場において７大アレルギー物質を含む食品を製造する場合があります。

食材の入荷状況により、献立を変更する場合がありますのでご了承ください。

その際は、教室と配膳室への掲示と、ホームページへの掲載を行います。

全校給食なし

ポテトミートグラタン

ちんげん菜で八宝菜
全校給食なし

ごまだんご 注文締切


切干キムチ 注文締切


ごはん・牛乳
2/7

ごはん・牛乳
2/8

天皇誕生日 全校給食なし
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すずなとじゃこのふりかけ 注文締切


かぶのおみそ汁
2/8

ごはん・牛乳

DHA満点ふりかけ 注文締切


ごはん
2/4

牛乳

ピリからきゅうり 注文締切


ごはん・牛乳
2/4

減量ごはん(90) 注文締切


牛乳（２００）
2/4

バジルスパゲッティ

17 ジンジャーチキン

注文締切


ごはん・牛乳
1/25

ツナっぱふりかけ 注文締切
 のりの佃煮 注文締切
 建国記念の日
ごはん

1/28
牛乳（２００）

コーヒーオレ 注文締切


1/28
ごはん・牛乳

1/28

ごはん 注文締切


牛乳（２００）
1/31

28日 ○ ○

天つゆ 注文締切


牛乳（２００）
1/21

ごはん・牛乳 注文締切


1/21

減量ごはん(90) 注文締切


手巻きのり
1/24

牛乳

福神漬け

18日 ○ ○ ○ ○
21日 ○ ○ ○

17日 ○ ○ ○

峰塚中学校
9日
10日 ○

16日 ○

誉田中学校
14日 ○ ○ ○

○ ○
○

15日 ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○

はびきの埴生学園
　７～９年生

7日 ○ ○
○

河原城中学校
3日
4日 ○ ○ ○

○
8日

○ ○
○ ○
○

○ ○

かに えび

高鷲南中学校
1日 ○ ○

高鷲中学校
小麦 そば 卵 乳 落花生

○
○

2日

文部科学省基準 830
学校給食による摂取エネル
ギー全体の13％～20％

学校給食による摂取エネル
ギー全体の20％～30％

450 2.5未満120 4 300 0.5 6.5以上0.6 30

3年

ビタミンＣ

(mg)
食物繊維

(g)
食塩相当量

(g)

2/18

271 0.41 0.63 34 4.4 2.6２月平均栄養価 842 15.8 27 352

エネルギー
(kcal)

たんぱく質
(%)

脂質
(%)

カルシウム
(mg)

マグネシウム

(mg)
鉄
(mg)

ビタミンＡ
(μｇRAE)

28 まぜまぜチキンライス
注文締切日の
表示について

1月１日(土)から
注文できます

お問い合わせ先

羽曳野市教育委員会事務局
食育・給食課

072-958-1111　（代表）

分からない事等があれば、
お気軽にお問い合わせください。

ビタミンＢ１

(mg)
ビタミンＢ２

(mg)

魚とれんこんの甘酢ごまあん

ｷｬﾝﾃﾞｨチーズ（鉄）

注文締切


●/●

さといもとあおさのかきあげ

白味噌入りグラタン 豚と野菜と卵の炒めもの ほうれん草とたくあんの和え物 白身魚のマヨ焼き じゃが芋のそぼろ煮

えびかつ 22 23

Wチョコロールケーキ 揚げぎょうざと揚げｼｭｰﾏｲ ホイコーロー

24 25

18 鶏の香草パン粉焼き

スパイシーポテト ブロッコリーのガーリック炒め カブのマリネ きゃべつのじゃこソテー えだまめコーン

10日(木)・16日(水)－ －

14 煮込みハンバーグ 15 ブリの照り焼き 16

10日(木)・16日(水)

18日(金)・21日(月)

3日(木)・4日(金) 10日(木)・17日(木)

8日(火)

－

－

トリチリ

小松菜のカレー炒め

11
きんぴらごぼう 洋なしのタルト コーンバターソテー ちくわのマヨネーズ焼き

小松菜のサバぽん和え

ちくわ野菜炒め カリカリきゅうり 野菜のナムル 五目豆

ミラノ風　ﾁｷﾝのパン粉焼き 10 鶏つくね丼

豚と大根の照り煮 小松菜のツナごま和え

7 鮭の卵たっぷり焼き 8 豚肉ちらし寿司 9

かぼちゃチーズフライ

107

10日(木)・17日(木)

10日(木)・17日(木)

28日(月)

28日(月)

28日(月) 10日(木)・28日(月)

－ －

使用日

ミートボール チーズ入りチキンかつ

おはしやスプーンを忘れずに
持ってきてください。

フルーツミックス

おからのポテトサラダ マカロニ卵サラダ チリコンカン（豆） チンゲン菜と卵の炒め物

ひじきのサラダきゃべつとちくわの炒め物 ほうれん草のツナごま和え

　　　　木 　　　　金

1 鶏とえびと冬野菜の天丼 2 鶏のすき焼き 3 まきまき焼き肉 4 ほかほかカレーライス

　　　　月 　　　　火 　　　　水

7日(月)・14日(月) 7日(月)・10日(木)・14日(月)

28日(月) 28日(月) 17日(木)・28日(月)

7日(月)・14日(月)

いか大根 たらと白菜のクリーム煮

牛乳（２００） 注文締切


白菜とツナの煮物

スプーンがあると食べやすい
メニューの日には、上のマークを

表示しています。

3.7

アレルギー物質を含む食品の一覧　　
学校 1年 2年

令和４年
２月　献立表羽曳野市中学校給食

７大アレルギー物質 ： 小麦・そば・卵・乳・落花生・かに・えび

※飲用牛乳は一覧には表示していません。

2月3日のまきまき焼き肉食べ方講座！

2月3日は節分で恵方巻を食べるのが風習です。

下に食べ方を書いておくのでやってみよう！！

1.海苔にご飯を平たく乗せる *乗せすぎ注意 最後に巻けなくなるよ！

2.ご飯の上に焼き肉を乗せる！ 好きなだけ乗せてみよう！

3.具がこぼれないように巻いて、黙って食べる！ *できるなら方角も気にしてね！

*２０２２年の方角（恵方）は北北西です。 しっかり食べて毎日元気に過ごそ

２月３日は節分！

節分の日によく食べられる恵方巻ですが、大阪が発

祥と言われています。

また、「恵方」をむいて行うことは全て吉（良い）

とされていて、願い事をしながら静かに食べること

で、願いが叶い厄除けがあるとされています。

この枠内の日の

お昼12時が

注文締切です。



羽曳野市中学校給食 令和４年２月　使用食材一覧表

エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質

830Kcal 30.8g 23.5g 849Kcal 38.6g 24.3g 824Kcal 33.8g 27.6g 880Kcal 31g 26.6g

鶏とえびと冬野菜の天丼 540Kcal 鶏のすき焼き 171Kcal まきまき焼き肉 175Kcal ほかほかカレーライス 182Kcal

いか大根 54Kcal たらと白菜のクリーム煮 100Kcal ミートボール 116Kcal チーズ入りチキンかつ 126Kcal

きゃべつとちくわの炒め物 45Kcal フルーツミックス 25Kcal

ほうれん草のツナごま和え 34Kcal ひじきのサラダ 22Kcal

チンゲン菜と卵の炒め物 40Kcal

おからのポテトサラダ 48Kcal マカロニ卵サラダ 48Kcal

チリコンカン（豆） 45Kcal

福神漬け 11Kcal

天つゆ 5Kcal

手巻きのり 6Kcal

エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質

803Kcal 36g 25.6g 836Kcal 25.1g 21.6g 818Kcal 32.6g 24.2g 876Kcal 32.9g 29.6g

鮭の卵たっぷり焼き 187Kcal 豚肉ちらし寿司 476Kcal ミラノ風　ﾁｷﾝのパン粉焼き 164Kcal 鶏つくね丼 180Kcal

きんぴらごぼう 16Kcal 洋なしのタルト 200Kcal コーンバターソテー 17Kcal ちくわのマヨネーズ焼き 142Kcal

豚と大根の照り煮 55Kcal 小松菜のツナごま和え 34Kcal かぼちゃチーズフライ 101Kcal 小松菜のサバぽん和え 25Kcal

カリカリきゅうり 20Kcal 野菜のナムル 24Kcal

ちくわ野菜炒め 29Kcal 五目豆 33Kcal

コーヒーオレ 106Kcal

のりの佃煮 16Kcal

ツナっぱふりかけ 20Kcal

エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質

826Kcal 28.4g 22.1g 829Kcal 33.2g 29.5g 888Kcal 32.7g 30.5g 863Kcal 37.7g 24.6g

煮込みハンバーグ 150Kcal ブリの照り焼き 164Kcal トリチリ 283Kcal ジンジャーチキン 172Kcal

スパイシーポテト 43Kcal ブロッコリーのガーリック炒め 9Kcal カブのマリネ 50Kcal きゃべつのじゃこソテー 11Kcal

揚げぎょうざと揚げｼｭｰﾏｲ 97Kcal ホイコーロー 83Kcal バジルスパゲッティ 107Kcal

Wチョコロールケーキ 45Kcal

豚と野菜と卵の炒めもの 55Kcal

白味噌入りグラタン 70Kcal ほうれん草とたくあんの和え物 12Kcal 白身魚のマヨ焼き 57Kcal

ピリからきゅうり 8Kcal 切干キムチ 20Kcal

DHA満点ふりかけ 22Kcal

エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質 エネルギー たんぱく質 脂質

854Kcal 38.1g 23.4g 833Kcal 31.4g 23.3g 817Kcal 35.1g 22.1g

鶏の香草パン粉焼き 112Kcal えびかつ 95Kcal まぜまぜチキンライス 497Kcal

小松菜のカレー炒め 22Kcal

えだまめコーン 32Kcal 魚とれんこんの甘酢ごまあん 103Kcal

さといもとあおさのかきあげ 68Kcal ポテトミートグラタン 92Kcal

白菜とツナの煮物 44Kcal

じゃが芋のそぼろ煮 59Kcal

ちんげん菜で八宝菜 38Kcal

ｷｬﾝﾃﾞｨチーズ（鉄） 35Kcal

すずなとじゃこのふりかけ 43Kcal

ごまだんご 90Kcal

かぶのおみそ汁 44Kcal

かぶの葉、ちりめんじゃこ、濃口しょうゆ、上白糖、料理酒、白すりごま、ごま油

新ｴﾋﾞｶﾂ、なたね油

こまつな、無塩せきベーコン、ホールコーン、なたね油、並塩、カレー粉、本
みりん

じゃがいも、なたね油、豚肉、たまねぎ、トマトダイス缶、トマトケチャップ、に
んにく、オリーブオイル、並塩、コショー、上白糖、パルメザンチーズ

チンゲンサイ、えのきたけ、にんじん、鶏ひき肉、するめいか、馬鈴薯精製
澱粉、なたね油、料理酒、オイスターソース、濃口しょうゆ、上白糖

中華ごま団子、なたね油

鶏もも肉皮なし、無塩せきベーコン、たまねぎ、にんじん、にんにく、オリーブ
オイル、コンソメ、トマトケチャップ、オイスターソース、加塩バター、並塩、コ
ショウ、精白米

ホキ、馬鈴薯精製澱粉、れんこん、ながいも、なたね油、上白糖、料理酒、
濃口しょうゆ、米酢、煎り白胡麻

はくさい、にんじん、まぐろ油漬け、だしかつお、だし昆布、濃口しょうゆ、本
みりん、料理酒、上白糖

チーズで鉄分

鶏もも肉皮なし、並塩、コショウ、馬鈴薯精製澱粉、じゃがいも、ﾎｰﾙｶｰﾈﾙ
ｺｰﾝ、青ねぎ、なたね油、トマトケチャップ、コチジャン、濃口しょうゆ、上白糖

かぶ、たまねぎ、にんじん、きゅうり、粗挽マスタード、上白糖、米酢、オリーブオイル、並塩

豚肩ロース、キャベツ、パプリカ、たまねぎ、なたね油、赤味噌、本みりん、
料理酒、はちみつ、トウバンジャン

ほうれんそう、太もやし、たくわん漬、煎り白胡麻、濃口しょうゆ

鶏もも肉皮なし、並塩、馬鈴薯精製澱粉、なたね油、しょうが、本みりん、料
理酒、濃口しょうゆ、上白糖

キャベツ、ちりめんじゃこ、たくわん漬、淡口しょうゆ、なたね油

ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ、オリーブオイル、無塩せきベーコン、ジェノバペースト、たまね
ぎ、並塩、コショー、淡口しょうゆ

たら、並塩、コショー、料理酒、小麦粉、マヨネーズ、にんじん、バジル

切り干し大根、白菜キムチ、米酢、上白糖、濃口しょうゆ、なたね油、トウバ
ンジャン

じゃがいも、大豆、馬鈴薯精製澱粉、なたね油、並塩、カレー粉、チリパウ
ダー

ダブルチョコロール

マカロニ、たまねぎ、むきえび、ブロッコリー、サラダチーズ、なたね油、並
塩、コショー、加塩バター、白味噌、小麦粉、牛乳、パン粉、パセリ

さば水煮、ちりめんじゃこ、こまつな、なたね油、料理酒、淡口しょうゆ、濃口
しょうゆ、本みりん、白すりごま

ぶり　はまち、並塩、料理酒、本みりん、上白糖、淡口しょうゆ、しょうが、だ
し昆布、馬鈴薯精製澱粉

ブロッコリー、にんにく、なたね油、淡口しょうゆ、並塩、コショウ

ギョーザ（ひじき・Fe入り）、ポークしゅうまい、なたね油

豚肩ロース、料理酒、並塩、コショー、にら、もやし、炒り卵、鶏がらスープ、
オイスターソース、なたね油、ごま油

きゅうり、並塩、トウバンジャン、濃口しょうゆ、上白糖、ごま油

鶏もも肉皮なし、にんにく、しょうが、料理酒、濃口しょうゆ、並塩、むきえび、
れんこん、ごぼう、にんじん、小麦粉、馬鈴薯精製澱粉、なたね油、精白米

するめいか、料理酒、だいこん、濃口しょうゆ、上白糖、本みりん

キャベツ、焼竹輪、ごま油、料理酒、白すりごま、濃口しょうゆ、並塩、コ
ショー

おから、じゃがいも、たまねぎ、無塩せきベーコン、ごま油、マヨネーズ、淡口
しょうゆ、上白糖、並塩、コショー、パセリ

天つゆ

じゃがいも、にんじん、たまねぎ、にんにく、豚肩ロース、ローリエパウダー、
オイスターソース、牛乳、なたね油、カレールウ　バーモント、カレールウ　グ
ルぬき、トマトケチャップ、ウスターソース、馬鈴薯精製澱粉

ササミフライ（チーズ入り）、なたね油

りんご缶、パイン缶、みかん缶詰

豚肉もも、錦糸卵、チンゲンサイ、ほんしめじ、なたね油、濃口しょうゆ、本
みりん、並塩、コショー

福神漬け

さけ、料理酒、並塩、小麦粉、鶏卵水煮、たまねぎ、パセリ、コショー、マヨ
ネーズ、パルメザンチーズ、牛乳

鶏もも肉皮なし、並塩、コショー、パルメザンチーズ、オリーブオイル、パン
粉、ﾎｰﾙトマト缶、トマトケチャップ、にんにく、たまねぎ、上白糖

鶏卵水煮、ツイストマカロニ、たまねぎ、きゅうり、マヨネーズ、上白糖、並
塩、コショー、パセリ、なたね油

牛もも肉、牛肉肩ロース、料理酒、上白糖、キャベツ、たまねぎ、白ねぎ、に
んにく、しょうが、濃口しょうゆ、本みりん、赤出味噌、なたね油、白すりご
ま、玉子焼き

鶏豚ミートボール、トマトケチャップ、ウスターソース、濃口しょうゆ、パセリ、
じゃがいも、なたね油

焼竹輪、にんじん、キャベツ、なたね油、並塩、濃口しょうゆ、トウバンジャ
ン、ごま油、馬鈴薯精製澱粉

まぐろ油漬け、ちりめんじゃこ、こまつな、なたね油、料理酒、淡口しょうゆ、
濃口しょうゆ、本みりん、白すりごま

精白米、だし昆布、にんじん、たけのこ　水煮、乾しいたけ、高野豆腐、豚肉
もも、むきえび、むき枝豆、濃口しょうゆ、本みりん、上白糖、だしかつお、錦
糸卵、なたね油

洋なしのタルト

こまつな、まぐろ油漬け、白すりごま、濃口しょうゆ、上白糖、しょうが

きゅうり、並塩、米酢、本みりん、濃口しょうゆ、ごま油、煎り白胡麻

コーヒーオレ

鶏もも肉皮なし、並塩、コショー、バジル、パルメザンチーズ、オリーブオイ
ル、パン粉

鶏もも肉皮なし、料理酒、たまねぎ、白ねぎ、糸こんにゃく、焼き豆腐、麩、
本みりん、濃口しょうゆ、上白糖、うずら卵水煮

たら、並塩、料理酒、馬鈴薯精製澱粉、なたね油、はくさい、ベーコン、しょう
が、小麦粉、加塩バター、牛乳、コショウ、中華だしの素

ほうれんそう、まぐろ油漬け、白すりごま、濃口しょうゆ、上白糖、しょうが

18（金） 21（月） 28（月）

7（月） 8（火） 9（水）

焼手巻き海苔1/4カット5枚

干しひじき、きゅうり、ﾎｰﾙｶｰﾈﾙｺｰﾝ、ほうれんそう、上白糖、濃口しょうゆ、
料理酒、ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

大豆、豚肉、たまねぎ、にんじん、にんにく、オリーブオイル、コショー、トマト
ジュース、トマトダイス缶、ローリエパウダー、チリパウダー、コンソメ

ﾎｰﾙｶｰﾈﾙｺｰﾝ、加塩バター、並塩、コショー

かぼちゃチーズフライ、なたね油

ほうれんそう、大豆もやし、にんじん、濃口しょうゆ、上白糖、並塩、ごま油、
コショー

きざみのり、だし昆布、だしかつお、濃口しょうゆ、上白糖、本みりん

荒挽つくね、なたね油、濃口しょうゆ、本みりん、上白糖、料理酒、だしかつ
お、だし昆布、うずら卵水煮、馬鈴薯精製澱粉

焼竹輪、マヨネーズ、粉チーズ、あおさ粉

こまつな、えのきたけ、さば水煮、濃口しょうゆ、米酢、本みりん、だしかつ
お、だし昆布、ゆず汁

むきえび、たまねぎ、さといも、あおさ粉、小麦粉、馬鈴薯精製澱粉、並塩、なたね油

むき枝豆、ﾎｰﾙｶｰﾈﾙｺｰﾝ、並塩、コショー、加塩バター、濃口しょうゆ

じゃがいも、鶏ひき肉、しょうが、糸こんにゃく、なたね油、料理酒、本みり
ん、濃口しょうゆ、上白糖

刻み揚げ、かぶ、にんじん、赤味噌、白味噌、だしかつお、昆布

（ごはん　３５６Kcal　　牛乳　１３８Kcal）
表中にごはんと牛乳の表示は省略しています。
（変わりごはんの場合は、表示しています。）

1（火） 2（水） 3（木） 4（金）

10（木）

14（月） 15（火） 16（水） 17（木）

ごぼう、にんじん、なたね油、本みりん、上白糖、料理酒、濃口しょうゆ

だいこん、豚肩ロース、しょうが、なたね油、だしかつお、だし昆布、濃口しょ
うゆ、上白糖、料理酒、本みりん

大豆、たけのこ　水煮、れんこん、にんじん、だし昆布、上白糖、本みりん、
濃口しょうゆ、だしかつお

鶏豚ハンバーグ、マッシュルーム、たまねぎ、なたね油、料理酒、トマトケ
チャップ、ウスターソース、上白糖、並塩、コショー

皆さんが美味しく、残さず食

べられるように、たくさんの

工夫をしています！

ぜひ食べてみてください。

しっかり食べて、健康に過

ごしてね！

今年のバレンタイン

デザートは・・・

チョコのロールケーキ！

2月17日 切り干し大根の日

2月17日は

広島県福山市にある、乾燥食品メーカーによって「切り干し大根の

日」と制定されました。

「干」の字を「二」と「1」に見立て、「切」の字の「七」を合わせて2月17

日としたそうです。

また、切り干し大根の生産は2月に最も盛んになるためでもあるそうです。

日本の伝統食であり、食物繊維とカルシウムが

豊富に含まれているので、

苦手でも1口は食べてみよう！

Happy Valentine's Day

切り干し大根を

使ったキムチの

和え物が出るよ！


