
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 パエリアふうライス ベーコン　ぶたにく こめ　チュロス　さとう　 にんにく　たまねぎ　にんじん

木 コロコロやさいスープ チーズ　とりにく オリーブゆ　じゃがいも キャベツ　トマト　コーン　 18.8g 22.2g

ペンネトマトソース ぎゅうにゅう あぶら　ペンネ こまつな　あかピーマン　 267mg 1.4g

2 ちゅうかめん ぶたにく　かいそう ちゅうかめん　はるまき　あぶら しょうが　にんにく　にんじん　

金 はるまき なると　ひじき さとう　ごま　ごまあぶら　ラーゆ もやし　たまねぎ　きくらげ　キャベツ 25.8g 24.3g

チャンポンスープ ぎゅうにゅう ドレッシング　ミルクだいふく チンゲンサイ　えだまめ 343mg 3.3g

5 ごはん さばみそに　にくだんご　とうふ　 こめ　 にんじん　はくさい　ねぎ

月 さばみそに あぶらあげ　とりにく　ひじき あぶら えのきたけ　れんこん 28.7g 24.0ｇ

ちゃんこじる だいず　なまあげ　ぎゅうにゅう さとう こんにゃく　えだまめ 401mg 2.3g

6 ごはん いか　たまご　 こめ　でんぷん　あぶら レモン　たまねぎ　えのきたけ

火 いかレモンソース ハム　かつおぶし さとう　ドレッシング にら　にんじん　しいたけ　 30.3g 21.5g

かきたまじる にぼし　ぎゅうにゅう ごま　とうにゅうパンナコッタ ほうれんそう　もやし　はくさい 481mg 2.2g

7 テーブルロールパン スペインふうオムレツ パン　あぶら　こめこ にんにく　たまねぎ　にんじん

水 スペインふうオムレツ ぎゅうにく　ベーコン じゃがいも　ビーフシチュールウ マッシュルーム　キャベツ　しめじ 25.7g 29.2g

ビーフシチュー ぎゅうにゅう デミソース グリンピース　ピーマン　あかピーマン　 304mg 2.9g

8 ごはん えいようだし　なまあげ こめ　とうにゅうコロッケ にんじん　はくさい　えのきたけ

木 とうにゅうコロッケ みそ　ぶたにく　おしゃべりみそ あぶら　さつまいも ほうれんそう　ねぎ　たまねぎ 23.6g 16.6g

はくさいのみそしる とりそぼろ　ジョア さとう　バター ピーマン　あかピーマン 827mg 2.3g

9 げんまいいりごはん ぶたにく　とうふ こめ　はつがげんまい　あぶら にんにく　しょうが　しいたけ

金 マーボーどうふ ハム　たまご さとう　でんぷん にんじん　たけのこ　にら　 22.1g 16.8g

リャンバンサンスー ぎゅうにゅう ごまあぶら　はるさめ ねぎ　きゅうり　みかん 452mg 2.2g

12 ごはん とりにく こめ　ごま　でんぷん しょうが　にんにく　にんじん　だいこん　はくさい

月 とりからあげ ぶたにく　ベーコン あぶら　ごまあぶら えのきたけ　ねぎ　たまねぎ　キャベツ 28.3g 24.4g

ぶたにくねぎしおじる ぎゅうにゅう ウエハース もやし　コーン　ピーマン　あかピーマン 603mg 2.2g

13 ごはん さけ　みそ　えいようだし　 こめ　マヨネーズ たまねぎ　だいこん　えのきたけ

火 さけのマヨネーズやき とうふ　あぶらあげ　ぶたにく あぶら　さとう こまつな　ねぎ　しいたけ　たまねぎ 29.5g 22.4g

こまつなとだいこんのみそしる なまあげ　ぎゅうにゅう じゃがいも　 にんじん　こんにゃく　グリンピース 423mg 1.9g

14 はいがパン だいず　ぎゅうにく　ぶたにく　たまご パン パンこ じゃがいも ごまあぶら たまねぎ　しょうが　にんじん　キャベツ　

水 ハンバーグ スキムミルク　ベーコン　あさり ベシャメルソース しろいんげんまめ ごま コーン　パセリ　えだまめ　もやし　 31.2g 22.4g

クラムチャウダー ぎゅうにゅう　ひじき　ツナ　ジョア さとう  ドレッシング はちみつマーガリン きゅうり　あかピーマン　レモン　 617mg 2.4g

15 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　にんじん　

木 ポークカレー ベーコン あぶら　じゃがいも　 たまねぎ　あかピーマン 21.9g 19.8g

ブロッコリーソテー ぎゅうにゅう カレールウ しめじ　ブロッコリー　りんご 276mg 1.9g

16 こめこいりめん えび　いか　たまご こめこいりめん　てんぷらこ　　 にんじん　たまねぎ　かぼちゃ　ごぼう

金 かぼちゃのかきあげ ぶたにく　あぶらあげ あぶら　さとう しいたけ　しめじ　こまつな　ねぎ　 30.1g 25.0ｇ

にくうどんじる かまぼこ　ぎゅうにゅう らっかせい もやし　ほうれんそう　あかピーマン　 344mg 3.1g

19 ごはん とりにく　みそ こめ　ごまあぶら しょうが　ねぎ　にんじん　

月 とりめしふうてりやき あぶらあげ　ぶたにく　 ごま　さとう　さといも だいこん　ごぼう　しいたけ　 25.9g 19.0g

おっきりこみ ぎゅうにゅう ひらめん　ミルメーク はくさい　こんにゃく　いんげん 320mg 2.1g

20 ごはん ほきいそべフライ　みそ こめ　あぶら にんじん　だいこん　こんにゃく　きくらげ

火 ほきいそべフライ えいようだし　おしゃべりみそ さつまいも こまつな　ねぎ　たまねぎ　もやし 25.0g 21.6g

さつまじる ぶたにく　ぎゅうにゅう でんぷん　 にら　にんにく　しょうが　あかピーマン 323mg 2.1g

21 ミルクロールパン ほたて　とりにく パン　あぶら　マカロニ　パンこ しめじ　たまねぎ　セロリー　

水 カレーグラタン チーズ　ベーコン ベシャメルソース　はるさめ はくさい　かぶ　キャベツ　 23.6g 24.7g

かぶとベーコンのスープ ぎゅうにゅう じゃがいも　マヨネーズ にんじん　きゅうり　 576mg 2.2g

22 オムライス たまご　とりにく こめ　あぶら　じゃがいも たまねぎ　にんじん　パセリ

木 （チキンライス・ふわとろたまご） ぎゅうにゅう　チーズ　 ベシャメルソース　ニョッキ キャベツ　ブロッコリー　コーン 20.8g 16.9g

ホワイトシチュー ジョア ドレッシング　いちごケーキ あかピーマン　きゅうり　トマト 1062mg 2.9g

基準栄養量 エネルギー　  650kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 655kcal

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 25.7g

脂　　質　　  14～21g 脂　　質 21.9g

カルシウム　　  350mg カルシウム 476mg

塩　　分　  　   2.0g 塩　　分 2.4g

10 ごはん ぶりみそフライ こめ　ぼうもち しいたけ　にんじん　だいこん

火 ぶりみそフライ かまぼこ　とりにく あｂら　さといも ねぎ　ごぼう　れんこん

ななくさぞうにじる ぎゅうにゅう . こんにゃく　いんげん

20日の答え：②ヤラピン
　　　　　　　　ヤラピンには、胃の粘膜を保護したり、排便をスムーズにする効果があるといわれます。
　　　　　　　　さつま芋を切ったときに出る白いミルクのような液体がヤラピンです。

＊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。

　＊１２月分の給食費の引き落としは、１２月２６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。

〇
１月は１０日から給食開始です！
あらかじめ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。

657kcal

ツナとひじきのサラダ

〇

寒くなると水が冷たくなり、手洗いがおろそか
になりがちです。感染症予防のためにも、しっ
かりと石けんを泡立てて、ていねいに洗いま
しょう。

652kcal

にくじゃがに

クラムチャウダーは、あさりや牛乳、じゃが
芋、玉ねぎを煮込んだスープです。クラム
《Clam》は英語で二枚貝を意味しています。

とりそぼろ ジ

ョ
ア

「さつま芋と豚小間の照り炒め」は、八日市場
第二中学校の管藤ななみさんが考えたメ
ニューです。

658kcal

さつまいもとぶたこまのてりいため

612kcal

676mg

〇
キャベツとベーコンのマスタード炒めは、粒マ
スタードで風味づけをしています。みんなが食
べられるように辛さはひかえめにしています。

657kcal

キャベツとベーコンのマスタードいため

〇

とうにゅうパンナコッタ

〇
かみかみ煮干しは、九十九里でとれたカタク
チイワシを干したもので、食べやすいように一
尾ずつはらわたを取り除いてもらっています。

676kcal

マヨおひたし

かみかみにぼし

ウエハース

やさいいため

〇

656kcal

ひじきに

ミルクだいふく

〇

702kcal

かいそうとゴマのサラダ

〇

⚽いよいよスペイン戦⚽

スペインを食べつくして応援しよう！！サフラ
ンで色付けしたパエリア風ライスは、カレー風
味に仕上げます。

616kcal

チュロス

一　口　メ　モ
エネルギー

♪食育クイズ♪
さつま芋には、お腹の調子を整える栄養成分
が含まれますが、その名前は何でしょう？
①デコピン　②ヤラピン　③ピンピン

今年、最後の給食です。
チキンライスにふわとろたまごをのせてケチャ
ップをかけたら、オムライスの完成♪ケチャッ

プで何を描きますか？〇☆💛

ジ

ョ
ア

令和4年 予定献立表（小学校） 　匝瑳市学校給食センター

こ　　　ん　　　だ　　　て　　　名
牛
 
乳

お　も　な　材　料　と　そ　の　働　き

ミルメーク

じょうしゅうきんぴら

〇

〇

〇

〇

〇ポテトサラダ

りんご

ピーナッツあえ

ぶたにくのスタミナいため

〇
牛乳に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。

みかん

いちごケーキ

チーズサラダ

654kcal

674kcal

665kcal

663kcal

629kcal

648kcal

12月は、北関東から『群馬県』が登場です。
給食だよりでは、料理の他にもググっと群馬
の魅力を紹介しますので要チェック☆

カレーによく合う「キラリもち麦」は給食セン
ター近くの畑で作られています。プチプチ、も
ちもち食感を楽しみましょう。

☆★地産地消デー★☆
米粉入りめんに落花生、豚肉など、市内、県
内で作られた食材をたくさん使用しています。

ジ

ョ
ア

ちくぜんに

はちみつマーガリン

ケチャップ

祝☆レシピコンテスト入賞！

牛乳も残さず
飲んでね～

日本一周！ぐるっとグルメ


