
（様式２）

市町村名等 調理場名・学校名 日　付 内　　容

1月24日 【給食発祥の地　山形県の味献立】ご飯、牛乳、さけの塩焼き、いもこ汁、青菜の煮びたし

1月25日 【とっとりの味献立】ご飯、牛乳、たらのフライ、星取県のチキンカレー、たことわかめのジオサラダ

1月28日 【ふるさと鳥取学校給食こんだてコンテスト受賞レシピ】ご飯、牛乳、イナバのアジつくね、かぶのみそ汁、らっきょうとイカのポテトサラダ

1月29日 【砂の美術館献立～南アジア編～】ご飯、牛乳、タンドリーチキン、ビーフンスープ、ひよこ豆とカリフラワーのサブジ

1月30日  【ラグビーワールドカップ記念献立～アイルランド～】大山小麦全粒パン、牛乳、ハンバーグのきのこソースかけ、ビーフシチュー、ほうれんそうのサラダ

1月24日
【ふるさと鳥取学校給食こんだてコンテスト受賞レシピ①】ご飯　牛乳　イナバのアジつくね　砂丘かんしょのみそ汁　雨滝ゆばのごま和え
とっとりっこのり

1月25日 【砂の美術館献立～南アジア編～】ご飯　牛乳　カレーチキン　チャナ豆のスープ　カリフラワーのサブジ

1月28日 【とっとりの味献立①】ご飯　牛乳　豆腐竹輪の紅白揚げ　いもこん鍋　かにの酢の物

1月29日 【とっとりの味献立②】ご飯　牛乳　厚焼きたまごの白ねぎあんかけ　たらのすまし汁　鹿肉とだいずのトマト煮

1月30日
【ふるさと鳥取学校給食こんだてコンテスト受賞レシピ②】大山小麦全粒パン　牛乳　あごカツ　ＡＢＣマカロニのスープ　らっきょうとイカのポ
テトサラダ　二十世紀梨ゼリー

1月24日 【給食発祥の地　山形県の味献立】ご飯、牛乳、さけの塩焼き、いもこ汁、青菜の煮びたし

1月25日 【とっとりの味献立】ご飯、牛乳、たらのフライ、星取県のチキンカレー、たことわかめのジオサラダ

1月28日 【ふるさと鳥取学校給食こんだてコンテスト受賞レシピ】ご飯、牛乳、イナバのアジつくね、かぶのみそ汁、らっきょうとイカのポテトサラダ

1月29日 【砂の美術館献立～南アジア編～】ご飯、牛乳、タンドリーチキン、ビーフンスープ、ひよこ豆とカリフラワーのサブジ

1月30日
【ラグビーワールドカップ記念献立～アイルランド～】大山小麦全粒パン、牛乳、ハンバーグのきのこソースかけ、ビーフシチュー、ほうれん
そうのサラダ

1月24日 【学校給食発祥の地　山形県献立】ご飯、牛乳、ますのずんだ焼き、山形芋煮、菊花和え、ラ・フランスゼリー

1月25日 【鳥取市学校給食コンテスト受賞レシピ献立】どんどろけ飯、牛乳、イナバのアジつくね、酒ノ津わかめのすまし汁、だいこんのべっこう煮

1月28日 【かみかみ献立】麦ご飯、牛乳、豚肉のコロコロ揚げ、なめこのみそ汁、にんじんきんぴら、とっとりっこのり

1月29日
【鳥取市学校給食コンテスト受賞レシピ献立】ご飯、牛乳、とうふちくわの甘酢野菜あんかけ、もずくのすまし汁、らっきょうとイカのポテトサラ
ダ

1月30日 【鳥取食材献立】大山小麦コッペパン、牛乳、鶏肉のハーブ焼き、雨滝豆乳ポタージュ、フレンチサラダ

1月24日 【給食発祥の地(山形県)献立】ご飯、牛乳、ますの塩こうじ焼き、山形いも煮、菊花和え、ラ・フランスゼリー

1月25日 【散岐小学校リクエスト献立（心あたたまるほかほか給食）】白ご飯、牛乳、さばのみそに、とん汁、だいこんのべっこう煮、みかん

1月28日
【ふるさと鳥取学校給食こんだて優秀賞に選ばれたメニュー】大山小麦アップルパン、牛乳、甘酢肉団子、かぶのぽかぽかスープ、らっきょ
うとイカのポテトサラダ

1月29日
【ふるさと鳥取学校給食こんだて最優秀賞に選ばれたメニュー】ご飯、牛乳、イナバのアジづくね、みそけんちん汁、ひじきの炒り煮、とっと
りっこのり

1月30日 【河原第一小学校リクエスト献立（げんきが出るこんだて）】ゆかりごはん、牛乳、からあげ、もずくスープ、りっちゃんサラダ、プリン

1月24日 【とっとり郷土の味献立】どんどろけ飯、牛乳、はまちの塩こうじ焼き、呉汁、ほうれんそうのじゃこ炒め

1月25日
【ふるさと鳥取給食レシピコンテスト優秀賞献立】ご飯、牛乳、いなばのアジつくね、酒ノ津わかめのすまし汁、はくさいのゆず香和え、とっと
りっこのり

1月28日
【ふるさと鳥取給食レシピコンテスト優秀賞献立】大山小麦コッペパン、牛乳、若鶏肉のマーマレード焼き、冬野菜のコンソメスープ、らっきょ
うといかのポテトサラダ

1月29日 【気高のお宝献立】しょうがそぼろご飯、牛乳、はたはたのから揚げ、親がにのみそ汁、はくさいの煮びたし

1月30日 【山形献立】ご飯、牛乳、ますのすんだ焼き、山形いも煮、菊花和え、ラ・フランスゼリー

1月24日 【学校給食発祥の地　山形献立】ご飯、牛乳、ますのずんだみそ焼き、山形いも煮、菊花和え、ラ・フランスゼリー

1月25日
【ふるさと鳥取学校給食コンテスト　受賞レシピ献立】ご飯、牛乳、イナバのアジつくね、しいたけと油揚げのみそ汁、らっきょうといかのポテ
トサラダ、とっとりっこのり

1月28日 【リクエスト献立】きなこ揚げパン、牛乳、ハンバーグのみぞれソースかけ、コーンスープ、りっちゃんサラダ、セレクトジェラート

1月29日 【鹿野っ子のふるさと献立】切干大根ご飯、若鶏肉の照り焼き、さつまいものみそ汁、白ねぎのしょうが炒め

1月30日 【ＣＡＴＣＨ　ｔｈｅ　ＳＴＡＲ献立】麦ご飯、牛乳、厚焼き卵、とっとりっ子カレー、星空サラダ

1月24日 【学校給食献立コンテスト受賞献立】ご飯・牛乳・因幡のあじつくね・はるさめスープ・らっきょうといかのポテトサラダ・とっとりっ子のり

1月25日 【郷土料理献立】とんどろけ飯・牛乳・いわしの梅煮・じゃぶ煮・らかんなます

1月28日 【給食発祥の地・山形献立】ご飯・牛乳・ますのずんだみそ焼き・山形いも煮・菊花和え・ラ、フランスゼリー

1月29日 【青谷弥生の里献立】上寺地赤飯・牛乳・はまち団子の煮付け・あさりと夏泊わかめのうしお汁・高野豆腐の五目煮

1月30日 大山小麦全粒パン・牛乳・多菜包子（ターサイバオスー）・とっとりちゃんぽん・おからサラダ

1月24日 【ＡＬＴふるさと献立】ロールパン、牛乳、フィッシュ＆チップス、パンプキンスープ、チキンサラダ、りんご、1食ケチャップ

1月25日 【昔懐かし献立】ごはん、牛乳、さばのみそ煮、すき焼き煮、ほうれんそうのごま和え

1月28日 【地元の味献立】ごはん、牛乳、鶏肉の白ねぎソースかけ、沢煮椀、高野豆腐の含め煮

1月29日 【鳥取の味献立】麦ごはん、牛乳、ほうれんそうオムレツ、池田公もびっくりカレー、ながいもサラダ

1月30日 【イワッツ献立（高校生が考案）】星満天まこもちらし、牛乳、日本海ばばちゃんから揚げ、カレイのつみれ汁、シャキシャキらっきょうサラダ、フル―ティデザート

1月24日 【YAZUバーガー献立】バンズ　牛乳　ココエッグ クリスピーチキン　パンプキンポタージュ　梅サラダ

1月25日 【若桜の味献立】ご飯　牛乳　鹿肉とさつまいもの甘辛煮　大根スープ　らっきょうコールスロー

1月28日 【友好交流献立】ご飯　牛乳　プルコギ　サムゲタン風スープ　ナムル

1月29日 【八頭の味献立】ご飯　牛乳　やまめの塩焼き　八頭きのこのすまし汁　竹林炒め

1月30日 【智頭の味献立】幻の地鶏ピヨご飯　牛乳　ホンモロコのカレー揚げ　かす汁　富沢きくらげの酢の物

鳥取市立鹿野学校給食センター

鳥取市立
第一学校給食センター

岩美町 岩美町学校給食共同調理場

八頭町 八頭町学校給食共同調理場

鳥取市立青谷学校給食センター

鳥取市立
第二学校給食センター

鳥取市

平成３０年度　学校給食週間中の予定献立

鳥取市立
湖東学校給食センター

鳥取市立国府給食センター

鳥取市立河原学校給食センター

鳥取市立気高学校給食センター



1月24日 【若桜の味献立】ご飯、牛乳、つくしんぼウィンナー、とっとりっ子カレー、わかめと大根のサラダ

1月25日 【我が家の自慢料理】ご飯、牛乳、はごたえしっかり鶏つくね、大根と油揚げのみそ汁、はりはり和え

1月28日 【若桜のふるさと献立】ご飯、牛乳、若桜鹿肉とさつまいもの甘辛煮、大根スープ、らっきょうコールスロー

1月29日 【智頭のふるさと献立】智頭地鶏ご飯、牛乳、とうふちくわカツ、かす汁、富沢きくらげの酢の物

1月30日 【八頭のふるさと献立】ご飯、ほうれんそうの卵焼き、八頭きのこのすまし汁、竹林炒め

1月24日 【若桜の味献立】　ご飯、牛乳、若桜の鹿肉とさつまいもの甘辛煮、だいこんスープ、らっきょうコールスロー

1月25日 【ちづ鹿肉献立】　ご飯、牛乳、ささみのチーズフライ、ちづ鹿肉の団子スープ、ほうれんそうのソテー

1月28日 【昔なつかしの給食献立】　コッペパン、牛乳、くじらカツ、ポークビーンズ、フレンチサラダ、小魚アーモンド

1月29日 【八頭の味献立】　ご飯、牛乳、まごは（わ）やさしい焼き、八頭きのこのすまし汁、竹林炒め

1月30日 【智頭の味献立】　どんどろけ飯、牛乳、ほんもろことさといものナッツ炒め、かす汁、富沢きくらげの酢の物

1月24日 【ＴＯTＴＯＲＩ　まんさい給食】どんどろけ飯、牛乳、ブロッコリーとらっきょうのサラダ、具だくさん汁、梨ゼリー

1月25日 【野菜たっぷり！健康給食！】ご飯、牛乳、境港サーモンの蒸焼、れんこんのきんぴら、野菜スープ、りんご

1月28日
【星取県ですけぇ～二十世紀梨ざんまい！☆】
セルフサンド、牛乳、ささみの梨ピューレ焼、野菜☆ヨーグルトサラダ、すまし星汁、黒豆

1月29日 【色どり給食】ご飯、牛乳、鶏肉のネギみそ焼、ブロッコリーとかぶとエビのサラダ、ミネストローネ

1月30日 【寒さをふっとばすポカポカ給食】ご飯、牛乳、チーズタッカルビ、具だくさんみそ汁、みかん

1月24日 コッペパン　牛乳　トマトオムレツ　ツナサラダ　冬野菜のクリーム煮

1月25日 ごはん　牛乳　境港サーモンコロッケ　野菜の梅和え　鹿肉カレー

1月28日 ごはん　牛乳　鳥取和牛のアーモンド炒め　らっきょうサラダ　豆腐のみそ汁　二十世紀梨ゼリー

1月29日 ごはん　牛乳　県産イワシフライ　卯の花炒り煮　あご竹輪のすまし汁

1月30日 ごはん　牛乳　スタミナ納豆　たくあん和え　なめこのみそ汁

1月12日 麦ごはん、牛乳、あじのみりんぼし、らっきょうサラダ、呉汁

1月13日 麦ごはん、牛乳、ハタのから揚げ、泊漬けあえ、けんちん煮

1月14日 秋の香炊き込みご飯、牛乳、しゅうまい、おから、あごちくわ入りすまし汁、梨

1月15日 コッペパン、牛乳、長芋のチーズ焼き、ブロッコリーの胡麻サラダ、ポークビーンズ

1月16日 どんどろけめし、牛乳、長芋のサラダ、だんごいりみそ汁、りんご

テーマ 鳥取県の自慢の食べ物を味わおう！

1月24日 米粉パン・牛乳・長いも豆乳グラタン・海藻サラダ・冬野菜のスープ

1月25日 ご飯・牛乳・ウインナー・らっきょうサラダ・鳥取カレー

1月28日 ご飯・牛乳・鶏肉の梅みそ焼き・のり酢和え・じゃぶ・白バラシュークリーム

1月29日 ご飯・牛乳・境港サーモンのみそマヨ焼き・炒り鶏・あごちくわのすまし汁・ぽんかん

1月30日 わかめご飯・豆腐ちくわの磯辺揚げ・ほうれん草の白和え・みそけんちん汁

1月24日 【サプライズ給食】　ごはん　砂丘ごぼうのハンバーグ　北栄野菜の白和え　大根のみそ汁　北栄町産いちごのいちご大福 

1月25日 【リクエストメニュー①】　ゆかりごはん　若鶏肉のからあげ　カラフルポテトサラダ　ほうれんそうのかきたま汁　

1月26日 【北栄町産ジビエを使った給食】　ごはん　オムレツの北栄トマトソースかけ　大根と水菜のサラダ　北栄町産猪を使ったジビエカレー

1月29日 【リクエストメニュー②】　きなこ揚げパン　りっちゃんサラダ　ABCスープ　りんご

1月30日 【地元の恵みたっぷりメニュー】　ごはん　さばの砂丘らっきょうあんかけ　こまつなの千草和え　ぽかぽかしょうがおでん　梨ゼリー

1月23日
【八橋小学校作成献立「冬をのりきる　栄養もりもり給食」】
　ごはん、コーヒー牛乳、ハンバーグ、海そうサラダ、とん汁

1月24日
【浦安小学校作成献立「元気と笑顔が広がる給食」】
　ごはん、牛乳、とりのからあげ、もやしのナムル、かぼちゃとコーンのシチュー

1月25日
【聖郷小学校作成献立「旬の食品を食べよう。」】
　五目ごはん、牛乳、カボチャのコロッケ、ポテトサラダ、白菜スープ、りんご

1月28日
【船上小学校作成献立「船上の王将」】
　キムチチャーハン、牛乳、えびしゅうまい、ビーフン、ワンタンスープ、キャンディチーズ

1月29日
【赤碕小学校作成献立「地元の食材・旬の食材をたくさん使った献立」】
　ごはん、牛乳、あごカツ、ほうれん草のごまあえ、白菜と大根のみそ汁、梅干し

1月30日
【赤碕中学校作成献立「冬に負けない体を作るための冬の食材をたっぷり使った給食」】
　アップル米粉パン、牛乳、とり肉のらっきょうソース、ブロッコリーサラダ、野菜ミルクスープ、みかんゼリー

1月31日
【東伯中学校作成献立「身体にやさしい料理｣】
　ごはん、牛乳、スティックチキンカツ、白菜わかめサラダ、具だくさんスープ

1月8日 米飯、牛乳、フランクのかおり揚げ、★鳥取みどりのマヨネーズあえ、★地元野菜たっぷりシャキシャキスープ

1月10日 ★鳥取つめあわせチャーハン、牛乳、えびカツ、切干大根の中華和え、りんごタルト

1月11日 コッペパン、牛乳、豚肉のバーベキューソース炒め、ボイル野菜、★冬のヨネギーズシチュー

1月15日 米飯、牛乳、さばの塩麹焼、磯香和え、★大山からのおくりものうますぎとん汁

1月16日 米飯、牛乳、豚メンチカツ、海草サラダ、★あったか豆乳かにスープ

1月17日 米飯、牛乳、★元気いっぱい鳥取すどり、ゆかり和え、キムチスープ

1月18日 黒糖パン、牛乳、★ヨネギーズの白ねぎグラタン、花野菜サラダ、鳥取っ子スープ

1月21日 大山おこわ、牛乳、豆腐ちくわの磯辺揚げ、田舎和え、二十世紀梨クレープ

1月22日 麦ごはん、牛乳、ハムステーキ、ひじきサラダ、★ふるさと満天星取県カレー

1月23日 米飯、牛乳、★ふるさともりだくさんかき揚げ、しらす和え、寄せ鍋

　　米子市テーマ　　『児童生徒が考えた　いききこめっこ献立　～ふるさとの食べ物を使った料理』　※★印が児童生徒が考えた献立です。

町内全小中学校の児童生徒作成献立

琴浦町 琴浦町学校給食センター

米子市

米子市立学校給食センター
米子市立第二学校給食センター

米子市立尚徳共同調理場
米子市立弓ヶ浜共同調理場
米子市立淀江共同調理場

三朝町 三朝調理センター

北栄町 北栄町学校給食センター

智頭町 智頭町立学校給食センター

湯梨浜町

湯梨浜町立
学校給食センター

湯梨浜町立泊小学校

倉吉市 倉吉市立学校給食センター

若桜町 若桜町立学校給食センター

　　　　　【テーマ】　　～　もっと知りたい！　北栄　味めぐり　～



1月24日 米飯、牛乳、鶏の照焼、ブロッこんぶ、★ふるたく味噌汁

1月25日 コッペパン、牛乳、★鳥取タルタルソースのサーモンフライ、★長いものポンポンいため、★あったかい！ふるさと卵スープ

1月28日 米飯、牛乳、あじの塩焼南蛮ソースかけ、アーモンド和え、★ふるさとの野菜たっぷり！仲良し煮込み

1月29日 米飯、牛乳、★豚肉のトマトとらっきょうのとろっとろソース、コールスロー、★とっとり元気ふるさとカレースープ

1月30日 いただき、牛乳、★たっぷりらっきょうとおろしポン酢のサッパリハンバーグ、ブロッコリーのおかか和え、みかんゼリー

1月31日 米飯、牛乳、★鳥取の陸のおめぐみ卵とじ、千草和え、★つめこみました！！鳥取県の食べ物じる

1月23日 【給食の始まり献立】ごはん、牛乳、厚揚げのみそ汁、鮭の塩焼き、青菜のごま和え、おむすびのり

1月24日 【地場産物献立】ごはん、牛乳、白ねぎポトフ、豆腐ハンバーグらっきょうソースがけ、ブロッコリーサラダ

1月25日 【地場産物献立】わかめごはん、牛乳、さつまいものみそ汁、のどぐろの素揚げ、白菜の白和え

1月28日 【国際交流献立ロシア編】ごはん、牛乳、ボルシチ、さわらの塩麹焼き、オリビエサラダ

1月29日 【国際交流献立韓国編】ごはん、牛乳、わかめスープ、サスムコギビビンバ（鹿肉ビビンバ）、ナムル

1月30日 【地場産物献立】ごはん、牛乳、かに汁、鶏の唐揚げ、羅漢和え（煮なます）、二十世紀梨ゼリー

1月24日 まいちょこごはん　牛乳　なんぶ野菜のげんき汁　焼きししゃも　いろどりなます　みかんタルト

1月25日 麦ごはん　牛乳　伝説の赤猪岩カレー　赤猪岩揚げ　再活サラダ

1月28日 麦ごはん　牛乳　かにすき　白ねぎぎょうざ　ブロッコリーの白和え

1月29日 大山おこわ　牛乳　ゆばのすまし汁　あじの素揚げ　白菜の風味和え

1月30日 麦ごはん　牛乳　かぶスープ　鹿肉ドライカレー　ヘルシーポテトサラダ

1月24日 大山おこわ、ゆばのすまし汁、焼きししゃも、白菜の風味和え、いもようかん、牛乳

1月25日 麦ごはん、伝説の赤猪岩カレー、赤猪岩揚げ、再活サラダ、牛乳

1月28日 麦ごはん、かにすき、白ねぎぎょうざ、ブロッコリーの白あえ、牛乳

1月29日 まいちょこごはん、なんぶ野菜の元気汁、豆腐竹輪の磯辺揚げ、彩りなます、二十世紀梨クレープ、牛乳

1月30日 麦ごはん、かぶのコンソメスープ、シカ肉ドライカレー、ヘルシーポテトサラダ、牛乳

1月24日 【給食のはじまり献立】ごはん、里芋の味噌汁、境港サーモンの塩焼き、塩麹漬け、のり

1月25日 【ふるさとの恵み献立】ごはん、ふるさとの恵み汁、揚げ鶏のらっきょうソース、磯香和え

1月28日 【郷土料理献立】大山おこわ、かれいのから揚げ、ゆかり和え、みかんタルト

1月29日 【郷土料理献立】ごはん、かに汁、とっトン焼き肉、ブロッ昆布

1月30日 【鳥取ジビエ献立】小型米粉パン、鳥取ジビエのスパゲティー、タンドリーチキン、コールスロー

1月24日 【地産地消献立】ごはん、牛乳、ねぎモ～すきやき、焼きししゃも、ごまあえ

1月25日 【郷土料理の献立】大山おこわ、牛乳、かに汁、はつがげんまい入りつくね、わかめの酢の物、二十世紀なしクレープ

1月28日 【昔の給食献立】玄米ごはん、牛乳、いももち汁、さばの塩焼き、たくあん和え、おむすびのり

1月29日 【国際交流献立】ミルクパン、ビーフシチュー、フィッシュフライ、りっぷちゃんサラダ

1月30日 【お楽しみ献立】キムタクごはん、わかめスープ、シューマイ、ゆかりあえ

1月31日 【お楽しみ献立】ごはん、豚汁、スタミナなっとう、のりあえ

1月24日 大山おこわ、牛乳、なめこ汁、はたはたのから揚げ、ごま酢和え

1月25日 麦ごはん、牛乳、鹿肉だんご汁、豆腐ハンバーグ、大山ブロッコリーの卵和え

1月28日 玄米ごはん、牛乳、境港サーモンのかす汁、トトリコ豚テキ梨ソース、即席漬け、白バラシュークリーム

1月29日 ミニ麦ごはん、牛乳、牛骨ラーメン、豆腐ちくわの磯辺揚げ、おかか和え

1月30日 黒糖パン、牛乳、カレースープ、大山ハーブチキングラタン、大根サラダ

1月24日 ココア揚げパン、牛乳、トマトたっぷりオムレツ、スープカレー、梨とみかんのサラダ

1月25日 大山おこわ、牛乳、境港サーモンのにんじんソース焼き、チンゲン菜のみそ汁、千草和え

1月28日 麦ごはん、牛乳、トトリコ豚テキ梨ソース、かす汁、即席漬け

1月29日 麦ごはん、牛乳、豆腐ハンバーグ、鹿肉団子汁、大山ブロッコリーののりごま和え

1月30日 ターメリックライス、牛乳、サーモンの香草焼き、ビーフストロガノフ、大根サラダ

1月24日 だいせんコッペ、牛乳、カレースープ、大山ハーブチキングラタン、大根サラダ

1月25日 むぎごはん、牛乳、しか肉団子汁、豆腐ハンバーグ、大山ブロッコリーのごま和え

1月28日 げんまいごはん、牛乳、境港サーモンのかす汁、トトリコ豚テキ梨ソース、即席漬け

1月29日 ミニ麦ごはん、牛乳、みそラーメン、とうふちくわの磯辺揚げ、おかか和え

1月30日 だいせんごはん、牛乳、ご汁、ハタハタのから揚げ、ごま酢和え

1月24日 【給食のはじまり献立】ごはん・牛乳・鮭の塩焼き・青菜の漬け物・白菜のみそ汁・のり

1月25日 【小学校６年生が立てた献立】さつまいもごはん・牛乳・とり肉の大根おろしがけ・すのもの・なめこのおみそ汁

1月28日 【一番人気給食】ごはん・牛乳・スタミナ納豆・磯香あえ・さつま汁

1月29日
【小学校６年生が立てた献立】大豆ごはん・牛乳・ほたてのバター焼き・白菜とほうれん草のぽんずおひたし・かいわれと卵豆腐のすまし・み
かん

1月30日 【小学校６年生が立てた献立】ごはん・牛乳・サワラのみどりマヨネーズあえ・ピリ辛きんぴらごぼう・白菜と大根のみそ汁

　　　南部町テーマ　　『ふるさと鳥取　味めぐり　～豊かな自然の恵みを味わおう～』

日南町 日南町立学校給食センター

日吉津村 日吉津村立日吉津小学校

大山町

大山町立中山小学校
大山町立中山中学校

大山町立名和学校給食センター

大山町立大山学校給食センター

南部町 南部町立会見給食センター

南部町 南部町立西伯給食センター

伯耆町 伯耆町立学校給食センター

境港市 境港市学校給食センター

米子市

米子市立学校給食センター
米子市立第二学校給食センター

米子市立尚徳共同調理場
米子市立弓ヶ浜共同調理場
米子市立淀江共同調理場



1月24日 【日野っ子おすすめ学校給食献立】　ごはん、牛乳、さけの塩焼　ささみと舞茸のマヨ醤油炒め　もっちもちすいとん汁

1月25日 【日野っ子おすすめ学校給食献立】　ごはん、牛乳、スペシャル丼、キャベツの甘酢和え、きのこたっぷり豆乳鍋

1月28日 【日野っ子おすすめ学校給食献立】　ごはん、牛乳、アジフライ、ファイバーサラダ、鳥取シチュー

1月29日 【日野っ子おすすめ学校給食献立】　ごはん、牛乳、きのこパスタ、大山どりとトマトのチーズ焼、伊予柑サラダ

1月30日 【日野っ子おすすめ学校給食献立】　麦ごはん、牛乳、椎茸入りドライカレー、ツナサラダ、いももちスープ

1月24日 ごはん、牛乳、☆しいたけ汁、☆大山鶏の照焼き、☆スパゲティサラダ

1月25日 ごはん、牛乳、☆江府町の味たっぷりじゃぶ汁、☆アジのから揚げ、☆ゆかり和え

1月28日 ごはん、牛乳、☆大山鶏とブロッコリーのシチュー、☆チリコンカン、☆ポテトサラダ

1月29日 ごはん、牛乳、☆大根の味噌汁、☆豚肉と白ねぎの炒めもの、☆ほうれん草のごま和え

1月30日 ごはん、牛乳、☆江府町具だくさん豚汁、☆さつまいもグラタン、☆らっきょうの元気サラダ

1月24日 【リクエスト献立】ご飯、牛乳、鶏肉のから揚げ、ラーメン、春雨サラダ

1月25日 【リクエスト献立】麦入りわかめご飯、牛乳、さばのみそ煮、豚汁、たこの酢の物

1月28日 【リクエスト献立】麦入りゆかりご飯、牛乳、おろしハンバーグ、わかめと豆腐のみそ汁、おひたし、プリン

1月29日 【とっとりカレー献立】麦ご飯、牛乳、境港サーモンメンチカツ、とっとりカレー、らっきょうサラダ

1月30日 【鳥取ふるさと献立】ご飯、牛乳、豚肉と白ねぎのみそ炒め、あご竹輪のすまし汁、大根サラダ、セレクトケーキ

1月24日 【学校給食発祥の地　山形献立】ご飯、牛乳、ますのずんだ焼き、山形芋煮、菊花和え、ラ・フランスゼリー

1月25日 【鳥取市学校給食コンテスト受賞レシピ】どんどろけ飯、牛乳、イナバのアジつくね、酒ノ津わかめのすまし汁、だいこんのべっこう煮

1月28日 【かみかみ献立】麦ご飯、牛乳、豚肉のコロコロ揚げ、なめこのみそ汁、にんじんきんぴら、とっとりっこのり

1月29日 【鳥取市学校給食コンテスト受賞レシピ】ご飯、牛乳、とうふちくわの甘酢野菜あんかけ、もずくのすまし汁、らっきょうとイカのポテトサラダ

1月30日 大山小麦コッペパン、牛乳、鶏肉のハーブ焼き、雨滝豆乳ポタージュ、フレンチサラダ

1月24日 【学校給食発祥の地　山形献立】ご飯、牛乳、ますのずんだ焼き、山形芋煮、菊花和え、ラ・フランスゼリー

1月25日 【鳥取市学校給食コンテスト受賞レシピ】どんどろけ飯、牛乳、イナバのアジつくね、酒ノ津わかめのすまし汁、だいこんのべっこう煮

1月28日 【かみかみ献立】麦ご飯、牛乳、豚肉のコロコロ揚げ、なめこのみそ汁、にんじんきんぴら、とっとりっこのり

1月29日 【鳥取市学校給食コンテスト受賞レシピ】ご飯、牛乳、とうふちくわの甘酢野菜あんかけ、もずくのすまし汁、らっきょうとイカのポテトサラダ

1月30日 大山小麦コッペパン、牛乳、鶏肉のハーブ焼き、雨滝豆乳ポタージュ、フレンチサラダ

1月24日 ごはん、牛乳、じゃこコロッケ、白菜ベーコン煮、豆乳スープ、みかん

1月25日 ごはん、牛乳、鶏と野菜のみそ炒め、ゆかり和え、とろろすまし汁

1月28日

1月29日

1月30日

1月24日 (リクエスト献立1位）ご飯、牛乳、鶏肉のから揚げ、ラーメン、春雨サラダ

1月25日 (リクエスト献立３位）麦入りわかめご飯、牛乳、さばのみそ煮、豚汁、たこの酢の物

1月28日 （リクエスト献立２位）麦入りゆかりご飯、牛乳、おろしハンバーグ、わかめと豆腐のみそ汁、おひたし、プリン

1月29日 （鳥取県産献立）麦ご飯、牛乳、境港サーモンメンチカツ、とっとりカレー、らっきょうサラダ

1月30日 （鳥取県産献立）ご飯、牛乳、豚肉と白ねぎのみそ炒め、あご竹輪のすまし汁、大根サラダ、セレクトケーキ（いちごケーキorチョコケーキ）

中部地方のご当地グルメ　★印

1月24日 小型パン　　★味噌煮込みうどん　　南瓜コロッケ　　さっぱりツナサラダ　　★ぶどうゼリー　　牛乳

1月25日 ★たれかつ丼　　すまし汁　　和風サラダ　　オレンジ　　牛乳

1月28日 ごはん　　魚の揚げおろし煮　　★のっぺい汁　　ほうれん草のお浸し　　★信州りんご　　牛乳

1月24日 米飯、牛乳、ふるたく味噌汁、鶏肉の照焼、ブロッこんぶ

1月25日 コッペパン、牛乳、あったかい!ふるさと卵スープ、鳥取タルタルソースのサーモンフライ、長いものポンポンいため

1月28日 米飯、牛乳、ふるさとの野菜たっぷり!仲良し煮込み、あじの塩焼南蛮ソースかけ、アーモンド和え

1月29日 米飯、牛乳、とっとり元気ふるさとカレースープ、豚肉のトマトとらっきょうのとろっとろソース、コールスロー

1月30日 いただき、牛乳、たっぷりらっきょうとおろしポン酢のサッパリハンバーグ、ブロッコリーのおかか和え、みかんゼリー

1月24日 ごはん、鶏肉のチーズやき、チンゲン菜のスープ、かぼちゃサラダ

1月25日 ごはん、さけのバターやき、沢煮風みそ汁、青菜のごまマヨあえ

1月28日 ごはん、ビーフシチュウ、海草サラダ、いちごゼリー

1月29日 十六穀ごはん、千草やき、みそしる、豆腐サラダ

1月30日 ごはん、とりのからあげ、里芋のみそ汁、ひじきサラダ

1月24日 炊き込みご飯、境港サーモンの塩焼き、長芋のすまし汁、ブロッコリーのピーナッツ和え、牛乳（生徒リクエストメニュー）

1月25日 ご飯、さつまいものみそ汁、豆腐ちくわの磯辺揚げ、らっきょうサラダ、牛乳(生徒リクエストメニュー）

1月28日 ご飯、さばの味噌煮、豚汁、かみかみサラダ、青りんごゼリー、牛乳(生徒リクエストメニュー)

1月29日 ご飯、小松菜のみそ汁、鰆の西京焼き、肉じゃが、牛乳

1月30日 麦ご飯、切り干し大根のみそ汁、鶏の南蛮漬け、キャベツとわかめのサラダ、牛乳

県立米子養護学校

県立皆生養護学校

県立琴の浦高等特別支援学校

日野町 日野町立学校給食センター

県立鳥取養護学校

県立鳥取盲学校

県立鳥取聾学校（本校）

県立鳥取聾学校（ひまわり分校）

県立白兎養護学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小学部）

県立倉吉養護学校

江府町 江府町立学校給食センター

現在未定



1月24日 くじらにくを使った献立（パン、牛乳、だいこんスープ、くじらにく入りメンチカツ、フレンチサラダ）

1月25日 給食開始当時の再現献立（ごはん、牛乳、すいとん汁、鮭の塩焼き、コリコリあえ、おにぎりのり）

1月28日 東北地方応援献立（ごはん、牛乳、こづゆ（福島県）、豆腐田楽（岩手県）、仙台麩の煮物（宮城県））

1月29日
鳥取県の産物を使った献立（ごはん、牛乳、境港産イワシだんご汁、砂丘らっきょう入りコロッケ、鳥取県産大豆のコロコロ煮豆、二十世紀
梨ゼリー）

1月30日 附属小6年のリクエスト献立（パン、牛乳、しょうゆラーメン、からあげ、ナムル）

1月24日 くじらにくを使った献立（パン、牛乳、だいこんスープ、くじらにく入りメンチカツ、フレンチサラダ）

1月25日 給食開始当時の再現献立（ごはん、牛乳、すいとん汁、鮭の塩焼き、コリコリあえ、おにぎりのり）

1月28日 参観日による振替休業日ため、給食なし

1月29日
鳥取県の産物を使った献立（ごはん、牛乳、境港産イワシだんご汁、砂丘らっきょう入りコロッケ、鳥取県産大豆のコロコロ煮豆、二十世紀
梨ゼリー）

1月30日 附属小6年のリクエスト献立（パン、牛乳、しょうゆラーメン、からあげ、ナムル）

鳥取大学附属小・中学校

鳥取大学附属特別支援学校


