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○給食献立や給食食材のアレルゲンは、岐南町公式ウェブサイト“ぎなんねっと”でもみることができます。

１月
が つ

　学校
が っ こ う

給食
き ゅ う し ょ く

こんだて表
ひ ょ う

岐南町総合調理
ぎなんちょうそうごうちょうり

センター

９日（月） １０日（火） １１日（水）　鏡開き １２日（木） １３日（金）

さばのカレームニエル

１６日（月）

みかんタルト

焼
や

き餃子
ぎょうざ

さわらの照
て

り焼
や

き白玉
しらたま

ぜんざい

１９日（木） ２０日（金）

バンサンスー

フルーツプイップ 大根
だいこん

とわかめのサラダ（ド）

１７日（火） １８日（水）

わかさぎフリッター

五平餅
ご へ い も ち
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ぐ じ ょ う

みそ鶏
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あえ 　　　　　　岐阜県産
ぎ ふ け ん さ ん

ヨーグルト かぼちゃの天
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ぷら

２３日（月） ２４日（火） 

少年写真新聞社©ＳｅＤｏｃ

こも豆腐
と う ふ

と湯葉
ゆ ば

のすまし汁
じ る

２５日（水） ２６日（木） ２７日（金）

チンゲン菜
さい

のナムル

カリカリチキンのねぎソース

鶏肉
と り に く

の柿
かき

風味焼
ふ う み や

き

３０日（月）

ツナサラダ（マ）

とんこつラーメンの具
ぐ

３１日（火）

おはなし給食「ディズニー」：いつも夢と希望を与
えてくれるディズニーの代表作「くまのプーさん」と

「シンデレラ」にちなんだ料理が登場。

東濃地方 郡上市 ディズニー

岐南町

「全国学校給食週間」 1月２４日(火)～30日(月)
日本の学校給食は、貧困家庭救済のために明治22年に始まり、全国に広がりました。その後、戦争で中断されていましたが、戦後の食りょう不足で栄養状態

の悪い子どもたちのために、ララ（アジア救済公認団体）から給食物資が送られて再開しました。学校給食は、戦後の子どもたちの健康なからだ作りにとても役

に立ちました。現在は、食生活による健康問題、環境、食料生産など、様々な食の課題がある中で、学校では子どもの食に関する正しい知識と望ましい食習慣

を身に付けられるよう、学校給食を「生きた教材」として活用した食育をすすめています。

日本の伝統的な食文化を大切に １月１１日(水)

「鏡開き」

年神様が宿っていた鏡もちを

魔除けの力があると言われる小豆を

使って、おしるこやぜんざいにして食

べ、１年の無病息災を願う行事です。

給食では、朝早くから大納言

小豆を丁寧に煮て、甘さ控えめ

の白玉ぜんざいを作ります。

日本では、お正月におせち料理やお雑煮

を食べる習慣があります。一年を通して、こ

のような年中行事と関連した行事食が多く

あり、今に受け継がれています。行事食を

通して、日本の風土や気候を生かした先人

の知恵に触れ、日本の伝統的な食文化にふ

れましょう。

学校給食週間には、学校給食の意義や役割について、理解を深め関心を高めるため、全国で様々な行事が行われます。

郡上市の郷土料理：「ユネスコ無形文化遺産」に登録された郡上踊りで

有名な郡上市の郷土料理「鶏ちゃん」が登場。

東濃地方の郷土料理：林業の盛んの山合の地域で、山での仕事の無事を祈り神

様にささげられるようになった「五平餅」が登場。

織田信長公ゆかりの料理：「岐阜」と名付け、岐阜城に拠点を置き、天下
統一を目指した織田信長公にゆかりの食べ物が登場。

岐南町の徳田ねぎ料理：江戸時代から栽培され、「飛騨・美濃伝統野菜」に登録さ
れている徳田ねぎ。やわらかくて甘く、どんな料理にも合うのが自慢。

学校給食メニューの歴史

おにぎり、塩鮭、菜
の漬

ミルク（脱脂粉乳）、
トマトシチュー

コッペパン、ミルク、ク
ジラ肉の竜田揚げ、千
キャベツ、ジャム

ソフト麺のカレーあん
かけ、牛乳、甘酢あえ、
くだもの、チーズ

カレーライス・牛乳・塩
もみ・くだもの（バナ
ナ）スープ

バイキング給食：栄養
のバランスを考えて選
ぶ

地域の食材が豊富で、
栄養のバランスがよく、
食に関する知識を学ぶ

明治22年（1889年） 昭和22年（1947年） 昭和25年（1950年） 昭和40年（1965年） 昭和52年（1977年） 平成元年（1989年） 現在

織田信長

※今月は岐南町の飛騨・美濃伝統野菜「徳田ねぎ」が登場します！



日(曜)

kcal

日(曜)

kcal

※分量は小学校３・４年生の１人当たりの量（ｇ）を表示しています。
※エネルギー量（㎉）は、左から小学校・中学校量を表示しています。
※学校給食で使用する県内産の食材については、学校給食地産地消推進事業により、県・市町村・JAグループから援助を受けています。
※材料の都合により、やむをえず献立及び使用材料を一部変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

令和５年　１月給食材料明細表
岐南町総合調理センター

10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木)
牛乳 牛乳 牛乳

小型パン 白ごはん ミルキーロール 黒豆ごはん 麦ごはん ソフト麺 白ごはん

献
立

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

フランクフルト のっぺい汁 冬野菜のクリームシチュー 雑煮汁 焼きぎょうざ れんこんチップス ひじきと厚揚げの煮物 サンド用卵焼き（マ）
フルーツホイップ 白玉ぜんざい 大根とわかめのサラダ（ド） だいだいのムース バンサンスー 花野菜サラダ（ド）

食パン
焼きそば 二色鶏そぼろごはんの具 きなこパン さわらの柚庵焼き 八宝菜 トマトソース 和風ねぎグラタン ハッシュドポーク

豚汁 ジャーマンポテト
ミルメークコーヒー 味付けのり

206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳

献
立
の
材
料

牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳

80.00 精白米 80.00 食パン 55.0034.00 アルファ化米 50.00 精白米 70.00 ソフト麺小型パン 30.00 精白米 80.00 ミルキーロール

20.00 鶏ささみ 10.00 豚肉 35.00
やきそばソース 3.00 鶏ひき肉 30.00 大豆白絞油

30.00 鶏肉 10.00 ベーコン焼きそば麺 70.00 いり卵 20.00 小型パン
精麦 5.00 精麦 7.00

15.00 まいたけ 6.50 玉ねぎ 40.00
キャベツ 50.00 三温糖 2.40 三温糖

3.50 にんじん 10.00 いか 10.00 にんじん
60.00 マカロニ 9.00 赤ワイン 2.00

豚肉 15.00 おろし生姜 0.30 きな粉
3.00 酒 1.00 豚肉 10.00 玉ねぎ

10.00 ねぎ 6.50 デミグラスソース 5.00
にんじん 15.00 酒 1.20 食塩

0.70 干し椎茸 0.50 うずら卵 15.00 ダイストマト
5.00 オニオンソテー 10.50 にんじん 15.00

玉ねぎ 30.00 こいくちしょうゆ 3.60 脱脂粉乳
3.50 黒豆 15.00 むきえび 10.00 マッシュルーム

10.00 ホワイトソース 38.00 ケチャップ 10.00
あおのり 0.20 ひきわり大豆 5.00 鶏肉

しろしょうゆ 2.40 にんじん 10.00 ケチャップ
20.00 牛乳 6.00 トマトピューレ 10.00

きざみ生姜 1.00 サラダ油 0.50
0.05 うすくちしょうゆ 2.40 玉ねぎ 35.00 トマトピューレ

4.00 うすくちしょうゆ 0.27 三温糖 1.00
食塩 0.20 さといも 15.00 じゃがいも

1.00 酒 1.00 ピーマン 5.00 マーガリン
4.00 白みそ 3.00 ウスターソ－ス 2.00

やきそばソース 8.00 白ワイン
15.00 食塩 0.08 干し椎茸 0.50 薄力粉

0.48 ナチュラルチーズ 10.00 白こしょう 0.05
サラダ油 0.20 にんじん 15.00 にんじん

30.00 三温糖 0.80 鶏ガラスープ 1.00 食塩
1.00 みりん 0.65 食塩 0.50

白こしょう 0.02 だいこん 20.00 玉ねぎ
35.00 和風だし 1.00 はくさい 50.00 スープストック

2.00 マーガリン 4.00
フランクフルト 30.00 ごぼう 15.00 ブロッコリー

15.00 サラダ油 1.00 白こしょう 0.02 ウスターソ－ス
0.02 アルミカップ 1.00 スープストック 1.00

干し椎茸 0.20 かぶ
15.00 みりん 0.80 食塩 0.20 白こしょう

厚揚げ 15.00 サラダ油 0.20
ウスターソ－ス 2.50 ねぎ 5.00 スープストック

10.00 さわら 40.00 おろし生姜 0.50
0.25 米ひじき 2.00 薄力粉 4.00

ケチャップ 5.00 こんにゃく 10.00 クリームコーン
5.00 にんにく 0.50 三温糖

3.00 こんにゃく 10.00 サンド用卵焼き 40.00
食塩 0.23 白こしょう

0.45 こいくちしょうゆ 2.00 三温糖 0.30 大豆白絞油
30.00 にんじん 10.00

三温糖 1.50 しろしょうゆ 4.00 食塩
1.00 しろしょうゆ 2.00 こいくちしょうゆ 1.60 れんこん

三温糖 1.50
黄桃チャンク 20.00 かたくり粉 0.50 薄力粉

30.00 ゆず 1.00 ごま油 0.30
0.17 こいくちしょうゆ 2.50 マヨネーズ 10.00

りんごチャンク 20.00 かつおだし 2.00 牛乳
0.02 みりん 4.00 酒 2.00 食塩

10.00 和風だし 0.50 じゃがいも 45.00
パインチャンク 20.00 あずき 10.00 サラダ油

4.00 もち 20.00 サラダ油 0.50 カリフラワー
10.00 みりん 1.00 ベーコン 10.00

みかんチャンク 20.00 マーガリン
4.00 かたくり粉 1.50 ブロッコリー

20.00 スープストック 0.25
食塩 0.16 だいこん

干し椎茸 0.50 ぎょうざ 40.00 キャベツ
10.00 サラダ油 0.50 玉ねぎ 20.00

ホイップクリーム 25.00 中ざら糖 5.20
0.50 ちらしかまぼこ 10.00 ホールコーン

さといも 10.00 白こしょう 0.01
ホールコーン

5.00 こまつな 20.00 マロニー 5.00
10.00 豚肉 5.00 食塩 0.20

白玉もち 30.00 みずな
35.00 にんじん 10.00 マヨネーズ

ごぼう 10.00 粉チーズ 0.50
青じそドレッシング

0.50 食塩 0.25 にんじん 10.00
12.50 だいこん 15.00 マーガリン 0.50

カットわかめ
10.00 しろしょうゆ 4.20 きゅうり 15.00 ミルメークコーヒー

こんにゃく 5.00三温糖 2.40
にんじん 10.00 パセリ 0.208.00 かつおだし 2.00 ごま油 0.40

赤みそ 10.00米酢 1.50
ねぎ 5.00だいだいのムース 40.00 うすくちしょうゆ 3.00

いりこだし 2.00食塩 0.10

味付けのり 2.00

715・900 694・813 621・673 607・713 639・833
31(火)

献
立

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

716・907 676・801 685・852
20(金) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金) 30(月)

ツナサラダ（マ） カリカリチキンのねぎソース
みかんタルト 白菜と水菜の塩昆布あえ 岐阜県産ヨーグルト こも豆腐と湯葉のすまし汁 シンデレラサラダ（ド） 金平糖 福神漬け チンゲン菜のナムル
白菜と豆のクリームスープ わかさぎフリッター ほうれん草と卵の炒めもの 郡上みそ鶏ちゃん プーさんのはちみつケーキ 筏師汁

麦ごはん 中華めん
さばのカレームニエル みそ煮おでん 五平餅 かぼちゃの天ぷら クラムチャウダー 鶏肉の柿風味焼き ねぎっちょカレー とんこつラーメンの汁
コーンピラフ 麦ごはん きつねうどん 白ごはん パインパン かきまわし

献
立
の
材
料

牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳

いちご野菜ふりかけ 型抜きチーズ

206.00 牛乳 206.00206.00 牛乳 206.00 牛乳 206.00 牛乳

70.00 蒸し中華めん 160.00

精麦 5.00 精麦 7.00 かまぼこ 10.00
80.00 パインパン 45.00 アルファ化米 50.00 精白米アルファ化米 50.00 精白米 70.00 うどん 70.00 精白米

焼き豚 5.00
玉ねぎ 20.00 豚肉 15.00 にんじん 10.00 薄力粉

40.00 ベーコン 10.00 鶏肉 10.00
7.00

ベーコン 10.00 干し椎茸 0.50 かぼちゃ
精麦 5.00 精麦

40.00 なると 10.00
ホールコーン 20.00 にんじん 20.00 しろしょうゆ 4.50 食塩

5.00 白ワイン 2.00 ごぼう 15.00 じゃがいも
20.00 にんじん 15.00

にんじん 10.00 はんぺん 15.00 ねぎ 5.00 米粉
5.00 あさり 20.00 にんじん 10.00 豚肉

15.00 ねぎ 7.00
スープストック 1.00 さといも 20.00 食塩 0.25 大豆白絞油

12.00 玉ねぎ 30.00 こんにゃく 5.00 にんじん
30.00 しなちく 5.00

マッシュルーム 5.00 だいこん 35.00 みりん 1.00 水
0.20 じゃがいも 40.00 油揚げ 5.00 玉ねぎ

2.00 おろし生姜 0.20
白こしょう 0.02 赤みそ 9.00 油揚げ（甘煮） 10.00 鶏肉

スープストック 1.00 酒 1.00 ケチャップ
10.00 にんにく 0.20

食塩 0.50 粒こんにゃく 10.00 かつおだし 2.00
4.00 にんじん 15.00 干し椎茸 0.50 ねぎ

2.00 白こしょう 0.02
中ざら糖 5.00 五平餅 80.00 玉ねぎ

0.20 白こしょう 0.02 こいくちしょうゆ 4.80 ウスターソ－ス
5.00 食塩 0.10

マーガリン 1.00 こいくちしょうゆ 1.00 にんにく
45.00 食塩 0.50 中ざら糖 1.60 りんごピューレ

0.02 サラダ油 0.25
食塩 0.40 酒 1.00 水 5.20 にんじん

35.00 薄力粉 4.00 和風だし 1.00 ロイアルマサラ
15.00 白湯スープ 10.00

さば 40.00 みりん 1.50 赤みそ 3.10 キャベツ
20.00 牛乳 20.00 みりん 1.20 カレーフレーク

0.05 鶏肉 40.00
薄力粉 2.00 三温糖 7.10 酒

0.80 サラダ油 0.50 食塩
1.00

白こしょう 0.02 サラダ油 0.50 こいくちしょうゆ 4.70 こいくちしょうゆ
8.00 マーガリン 4.00 サラダ油 1.00 フルーツチャツネ

0.20 こいくちしょうゆ 0.50
サラダ油 0.50 大豆白絞油 4.00 白すりごま 2.00 郡上みそ

1.00 ホットケーキミックス 10.00 こいくちしょうゆ 3.30 にんにく
0.02 酒 0.50

マーガリン 2.00 わかさぎフリッター 40.00 みりん 4.00 みりん
1.00 鶏肉 50.00 白こしょう

0.50 大豆白絞油 4.00
はくさい 40.00 ベーコン 10.00 トウバンジャン

3.00 牛乳 3.30 みりん 2.00 サラダ油
0.20 かたくり粉 5.00

カレー粉 0.20 赤みそ
1.30 三温糖 0.60 酒 1.80 おろし生姜

25.00 こいくちしょうゆ 2.50
玉ねぎ 25.00 食塩 0.07 まいたけ 5.00

0.40 はちみつ 6.00 キャベツ
ねぎ 3.00

ロースハム 5.00 みずな 10.00 ほうれんそう 25.00 ごま油
0.20 液卵 7.00 富有柿ピューレ 3.60

15.00 米酢 1.25
白いんげん豆ペースト 30.00 食塩 0.05 こも豆腐

7.00 マーガリン 2.00 木綿豆腐 20.00 ホールコーン
10.00 三温糖 1.87

にんじん 15.00 塩昆布 1.00 いり卵 10.00 湯葉
シナモン 0.05 豚肉 15.00 きゅうり

5.00 ごま油 0.18
牛乳 20.00 こいくちしょうゆ 0.20 にんじん

5.00 にんじん 10.00 マヨネーズ
10.00 おろし生姜 0.25

はくさい 20.00 白こしょう 0.01 ちらしかまぼこ
10.00 紙カップ 1.00 だいこん 10.00 まぐろオイル漬

10.00
スープストック 1.00 サラダ油 0.50 干し椎茸

4.00 かぼちゃ 15.00 ねぎ 5.00 福神漬
水 2.00

生クリーム 5.00 スープストック 0.20 みつば
10.00 キャベツ 15.00 こんにゃく 5.00

30.00 チンゲン菜 20.00
白こしょう 0.02 ヨーグルト 70.00 食塩

4.00 ホールコーン 5.00 いりこだし 2.00 いちご
にんじん 10.00

食塩 0.50 しろしょうゆ
0.20 かぶ 15.00 赤みそ 9.00

こいくちしょうゆ 2.00
サラダ油 0.50

2.00 金平糖 3.50
もやし 20.00

コーンスターチ 2.00 かつおだし
0.25 サウザンアイランドﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 5.00

食塩 0.08
みかんタルト 35.00

2.50
三温糖 0.62

ふりかけ(野菜)
型抜きチーズ 15.00

ごま油 0.30
トウバンジャン 0.08

白いりごま 1.00

670・801760・893 664・832 578・672 680・811 678・839 578・832 679・864


