
12月

日 血や肉になるもの 働く力になるもの 体の調子を整えるもの たんぱく質 脂　質

赤色の食品 黄色の食品 緑色の食品 カルシウム 塩　分

1 さつまいもパン オムレツ さつまいもパン　あぶら　ﾏﾖﾈｰｽﾞ たまねぎ　にんじん　

水 スペインふうオムレツ とりにく じゃがいも　ポテトニョッキ パセリ　キャベツ　 23.5g 26.2g

ニョッキいりクリームシチュー ぎゅうにゅう ベシャメルソース　マカロニ　 コーン　きゅうり　 385mg 2.4g

2 ごはん さば こめ　ごまあぶら しょうが　にんにく　ねぎ　にんじん　もやし

木 さばピリからやき とりにく　たまご あぶら たけのこ　しいたけ　しめじ　れんこん　こまつな 30.5g 27.9g

とりクッパ ぶたにく　ぎゅうにゅう さとう　ごま　でんぷん にら　たまねぎ　きﾋﾟｰﾏﾝ　あかﾋﾟｰﾏﾝ 292mg 1.9g

3 ごはん ぶたにく　たまご　スキムミルク こめ　パンこ　マロニー しょうが　にんにく　あかピーマン　ほうれんそう

金 シャキッとんてりやきバーグ いか　ホタテ　のり ごまあぶら　さとう　 れんこん　ねぎ　にんじん　たまねぎ　 29.3g 17.7g

ホタテとだいこんのスープ ぎゅうにゅう　にぼし でんぷん　 だいこん　こまつな　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし 372mg 1.9g

6 ごはん カレイフライ　あぶらあげ こめ　あぶら　 にんじん　だいこん　ねぎ

月 カレイフライ とうふ　とりにく　ひじき さといも こんにゃく　こまつな　 25.5g 19.4g

けんちんじる さつまあげ　ぎゅうにゅう さとう ごぼう　えだまめ 582mg 2.1g

7 ごはん とりにく　ワンタン こめ にんにく　にんじん　はくさい　

火 とりコチュジャンやき ヨーグルト ごまあぶら　ごま もやし　ほうれんそう　ねぎ 24.2g 18.2g

ワンタンスープ ぎゅうにゅう　 きくらげ　あかﾋﾟｰﾏﾝ　にら 384mg 1.8g

8 ごはん さけ　えいようだし　 こめ　あぶら　 しょうが　にんじん　だいこん　はくさい　かぶ

水 さけしおやき あぶらあげ　みそ　 さとう　でんぷん ねぎ　にんにく　ｷｬﾍﾞﾂ　たまねぎ 28.0g 19.0g

ふゆやさいのみそしる ぶたにく　ぎゅうにゅう ｺｰﾝ　もやし　ﾋﾟｰﾏﾝ　あかﾋﾟｰﾏﾝ　みかん 325mg 2.5g

9 ごはん イカ　なまあげ こめ　でんぷん　とうふ レモン　しいたけ　にんじん　ごぼう　

木 イカレモンソース とりにく　たまご あぶら　さとう だいこん　こんにゃく　たまねぎ 29.8g 19.2g

ごもくじる ぎゅうにゅう さといも ねぎ　えのき　グリンピース 361mg 2.3g

10 スパゲッティ ベーコン　 スパゲッティ　ドーナツ にんにく　たまねぎ　にんじん　しめじ

金 ベーコンのコーンクリームソース ツナ あぶら　ﾍﾞｼｬﾒﾙｿｰｽ　こめこ マッシュルーム　コーン 23.9g 16.8g

ツナサラダ ぎゅうにゅう　ジョア ポタージュ　ドレッシング はくさい　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　きゅうり 381mg 2.1g

13 ごはん ぶたにく　たまご こめ　こむぎこ　ごま　 にんじん　たまねぎ　しめじ　

月 ごまふうみヒレカツ とりだんご　とうふ　 パンこ　あぶら はくさい　こまつな 30.3g 17.8g

はくさいしょうがじる とりにく　ぎゅうにゅう ごまあぶら　さとう しょうが　ごぼう　こんにゃく 360mg 1.7g

14 げんまいいりごはん ぶたにく　えび　いか こめ　はつがげんまい　らっかせい しょうが　しいたけ　にんじん　たまねぎ

火 ゆでらっかせい うずらたまご　みそ あぶら　ドレッシング きくらげ　ヤングｺｰﾝ　はくさい　ねぎ 26.7g 19.4g

ちゅうかどんのぐ とりにく　ぎゅうにゅう さとう　でんぷん　ミルメーク ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　ｷｬﾍﾞﾂ　しめじ　きゅうり 331mg 2.1g

15 ピタパン ぶたにく　ぎゅうにく　 ピタパン　あぶら　さとう　ｵﾘｰﾌﾞゆ にんにく　たまねぎ　コーン　ピーマン

水 ビーンズタコスミート だいず　とりにく　 ホイップｸﾘｰﾑ　いんげまめ トマト　にんじん　キャベツ　バナナ 32.5g 25.1g

エスカベーチェ ﾖｰｸﾞﾙﾄ　ぎゅうにゅう ひよこまめ　エジプトまめ パイン　マンゴー　みかん　 386mg 2.3g

16 ごはん いわしのオレンジに　あぶらあげ こめ　あぶら にんじん　だいこん　ねぎ　えのき

木 いわしオレンジに とうふ　おしゃべりみそ　ぶたにく じゃがいも　さとう ちぢみこまつな　しいたけ 26.8g 18.6g

だいこんとちぢみこまつなのみそしる みそ　なまあげ　ぎゅうにゅう さつまポテト ねぎ　たまねぎ　こんにゃく 437mg 2.3g

17 キラリもちむぎごはん ぶたにく こめ　キラリもちむぎ　 にんにく　しょうが　たまねぎ　にんじん

金 ほっこりふゆやさいカレー ベーコン　 あぶら　さといも　 かぼちゃ　いんげん 21.5g 19.9g

いんげんソテー ぎゅうにゅう ｶﾚｰﾙｳ　ﾊﾞﾀｰ　 しめじ　ｺｰﾝ　りんご 279mg 1.7g

20 ごはん とりにく　あぶらあげ　とうふ こめ　でんぷん しょうが　ねぎ　にんじん　

月 とりからあげ さけ　みそ　ぶたにく ごま　さとう　 だいこん　はくさい　たまねぎ　　 29.7g 29.0g

いしかりじる なまあげ　ぎゅうにゅう あぶら　さといも えのき　こんにゃく　いんげん 383mg 2.3g

21 なめし にくだんご　とりにく こめ　 あおな　にんじん　だいこん　

火 にくだんご② あぶらあげ　かつおぶし ほうとう ごぼう　しいたけ　はくさい　ねぎ 25.7g 18.9g

にぼうとう ぎゅうにゅう ウエハース ほうれんそう　キャベツ　もやし 692mg 2.3g

22 テーブルロールパン ほきタルタルフライ パン　あぶら にんにく　セロリー　たまねぎ　

水 ほきタルタルフライ ベーコン ｵﾘｰﾌﾞゆ　じゃがいも にんじん　トマト　もやし　 22.2g 29.1g

ミネストローネ ぎゅうにゅう ﾏｶﾛﾆ　ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　チョコケーキ コーン　キャベツ　きゅうり 340mg 2.5g

基準栄養量 エネルギー　  650kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 651kcal

たんぱく質 　 21～32g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 26.9g

脂　　質　　  14～21g 脂　　質 21.4g

カルシウム　　  350mg カルシウム 393mg

塩　　分　  　   2.0g 塩　　分 2.1g

7 ちゅうかめん ぶたにく　たまご ぎゅうかめん　さつまいも にんにく　しょうが　にんじん　もやし

金 スイートポテト なると　ハム バター　なまクリーム　あぶら たまねぎ　キャベツ　きくらげ　チンゲンサイ

ちゃんぽんスープ ぎゅうにゅう ごまあぶら　さとう きゅうり　コーン　あかピーマン

〇
１月は７日から給食開始です！
予定献立をお知らせします。
※献立が変更となる場合があります。

ハムコーンあえ

〇
石狩汁は、人参、大根、ねぎなど
の野菜と一口大の鮭が入ったみそ
味の汁です。

＊栄養だしは、県内産いわし、かつおを燻して粉末にした「天然のだし」です。

＊おしゃべりみそは、市内で無農薬で作られた大豆から作る「手作りみそ」です。

＊米は、市内産を使用します。

2１日の答え：③渋沢栄一　

　＊１２月分の給食費の引き落としは、１２月２７日（月）です。口座の確認をお願いします。

＊ごはんに黄色い米が混じることがあります。これは炊飯時にビタミンを強化した米を混ぜている為です。

煮ぼうとうは埼玉県深谷市の郷土料理で、しょうゆ味ベースの汁に幅が広いめん（ほうとう）が
入ります。深谷市出身の渋沢栄一が好物でよく食べていたと言われています。渋沢栄一は日本資
本主義の父と呼ばれ、2024年からは１万円札の図柄になります。

695kcal

さといものそぼろに

Q.「煮ぼうとう」が好物だったのは？
①聖徳太子（しょうとくたいし）
②伊藤博文（いとうひろぶみ）
③渋沢栄一（しぶさわえいいち）

今年最後の給食です。年末年始に
体調を崩さないように、しっかりと食
べましょう。

〇

〇

〇

ほっこり冬野菜カレーは、旬の野菜
が入ったカレーです。里いもが入っ
ているので、ホクホクの食感を楽し
んで下さい。

655kcal

りんご

〇
食事のあとは
歯をみがこう

647kcal

バンバンジー

ミルメーク

〇

しょうがに含まれるジンゲロンは血
行を良くすることで体を温める効果
があります。白菜しょうが汁を食べ
て温まりましょう。

614kcal

きんぴらごぼう

ジ

ョ
ア

食器や食具は
入っていたカゴ
に戻しましょう！

651kcal

やきドーナツ

〇

牛乳には骨のもととなるカルシウム
が豊富に含まれています。成長期
にはカルシウムが特に必要となるの
で、毎日牛乳を飲みましょう。

654kcal

おやこに

〇
今日のような和食の献立は、主
食・主菜・副菜・汁物がそろい、栄
養バランスがよい食事となります。

623kcal

にくやさいいため

みかん

ヨーグルト

〇

気温が低くなると、水が冷たいこと
から手洗いが不十分になることが
あります。手洗いの時間を十分にと
り、清潔な手で食事をしましょう。

605kcal

ナムル

〇
今日のカレイは骨まで丸ごと食べら
れるので、成長に必要となるカルシ
ウムを多くとることができます。

626kcal

ひじきに

〇

『シャキッ豚（トン）てりやきバーグ』は、
豊栄小学校の神澤咲良さん考案の料
理です。豚肉ハンバーグにシャキッと
歯ごたえのれんこんがのっています。

617kcal

のりあえ

かみかみにぼし

〇
クッパは卵が入ったスープで韓国
の料理です。韓国では、ご飯を入
れて食べる習慣があります。

694kcal

プルコギいため

〇

ニョッキはパスタの一種ですが、小
麦粉とじゃがいもをまぜて作られて
いるため、もちっとした食感がありま
す。

679kcal

マカロニサラダ
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牛
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お　も　な　材　料　と　そ　の　働　き
一　口　メ　モ

エネルギー

632kcal

672kcal

おかかあえ

ウエハース

チョコケーキ

コーンサラダ

665kcal

　　　　☆地産地消デー☆
今日は、市内で栽培された“ちぢみ
小松菜”などの地域の食材が多く
使用されています。

682kcal

〇にくじゃがに

さつまポテト

〇
横芝光町がホストタウンとなった中
米の国「ベリーズ」の料理が登場！

トロピカルフルーツのヨーグルトホイップ

給食ワールドツアー


