
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 パエリア風ライス ベーコン　豚肉 米　チュロス　砂糖　 にんにく　玉ねぎ　人参

木 コロコロ野菜スープ 鶏肉　チーズ オリーブ油　じゃが芋 キャベツ　トマト　コーン　 23.1g 27.1g

ペンネトマトソース 牛乳 油　ペンネ 小松菜　赤ピーマン 277mg 1.7g

2 中華めん 豚肉　卵　海そう 中華めん　でん粉　ごま油 しいたけ　ねぎ　しょうが　にんにく　人参

金 肉団子もち米蒸し なると　ひじき もち米　ごま　砂糖 もやし　玉ねぎ　きくらげ　キャベツ 37.3g 27.0g

チャンポンスープ 牛乳 ラー油　ドレッシング　原宿ドッグ チンゲン菜　枝豆 659mg 4.1g

5 ごはん 肉団子　豆腐　油揚げ 米　油 人参　白菜　ねぎ

月 豆乳コロッケ 豚肉　ひじき　大豆　鶏肉 豆乳コロッケ えのきたけ　れんこん 28.8g 25.5g

ちゃんこ汁 生揚げ　牛乳　煮干し 砂糖　 こんにゃく　枝豆 453mg 2.5g

6 ごはん 鶏肉　みそ　 米　ごま油　ごま しょうが　ねぎ　玉ねぎ　しいたけ

火 鶏の照り焼き ハム　かつお節 砂糖　ドレッシング えのきたけ　にら　人参　 35.4g 27.5g

かきたま汁 卵　牛乳　 でん粉　プリン 白菜　ほうれん草　もやし 369mg 2.6g

7 きなこ揚げパン きな粉　豚肉　 パン　油　　砂糖　じゃが芋 にんにく　玉ねぎ　人参　マッシュルーム

水 ビーフシチュー 牛肉　ベーコン 白いんげん豆　デミソース キャベツ　しめじ　グリンピース 28.9g 41.3g

キャベツとベーコンのマスタード炒め 牛乳 米粉　ビーフシチュールウ ピーマン　赤ピーマン　みかん 335mg 3.3g

8 ごはん さわらの西京漬け　おしゃべりみそ 米　油 人参　白菜　えのきたけ

木 さわら西京焼き 栄養だし　生揚げ　みそ さつま芋 ほうれん草　ねぎ　玉ねぎ 38.7g 22.3g

白菜のみそ汁 豚肉　鶏そぼろ　牛乳 砂糖　バター ピーマン　赤ピーマン 458mg 2.7g

9 玄米入りごはん 豚肉　豆腐 米　発芽玄米　 にんにく　しょうが しいたけ　

金 春巻き ハム　卵　 油　砂糖　春巻き 人参　たけのこ　にら　 27.0g 25.9g

麻婆豆腐 牛乳 でん粉　ごま油　春雨 ねぎ　きゅうり　 485mg 3.0g

12 ごはん さばみそ煮 米　ごま油 にんにく　人参　大根　えのきたけ

月 さばみそ煮 豚肉　ベーコン 油　でん粉 白菜　ねぎ　玉ねぎ　キャベツ 32.4g 24.9g

豚肉ねぎ塩汁 牛乳 ウエハース もやし　コーン　ピーマン　赤ピーマン 622mg 2.7g

13 ごはん いか　栄養だし　豆腐 米　でん粉　 レモン　大根　えのきたけ　

火 いかレモンソース 油揚げ　みそ　豚肉 油　砂糖 小松菜　ねぎ　しいたけ　玉ねぎ 34.6g 22.1g

小松菜と大根のみそ汁 生揚げ　牛乳 じゃが芋 人参　こんにゃく　グリンピース 464mg 2.6g

14 胚芽パン ほきトマトクリームフライ パン 油 じゃが芋 ごま油 砂糖 玉ねぎ　人参　コーン　

水 ほきトマトクリームフライ ベーコン　あさり ベシャメルソース 白いんげん豆 ごま パセリ　枝豆　もやし　キャベツ 32.3g 34.1g

クラムチャウダー ひじき　ツナ　牛乳 ドレッシング　はちみつマーガリン きゅうり　赤ピーマン　レモン　 667mg 2.9g

15 もち麦ごはん 卵　ウインナー　 米　キラリもち麦　 グリンピース　にんにく　コーン

木 ベジタブルエッグ チーズ　豚肉 油　じゃが芋　 しょうが　人参　赤ピーマン　 33.7g 29.5g

ポークカレー ベーコン　牛乳 カレールウ 玉ねぎ　しめじ　ブロッコリー 342mg 2.7g

16 米粉入りめん 豚肉　油揚げ 米粉入りめん 小えびのかき揚げ　 しいたけ　人参　しめじ

金 小えびのかき揚げ かまぼこ 油　砂糖　落花生 小松菜　ねぎ　もやし 28.0g 30.2g

肉うどん汁 牛乳 レモンタルト ほうれん草　赤ピーマン 517mg 3.7g

19 ごはん 豚肉　卵 米　小麦粉　パン粉　里芋 人参　大根　ごぼう

月 ソースカツ 鶏肉　油揚げ　 油　ひらめん　ごま油 しいたけ　白菜　ねぎ 38.8g 19.9g

おっきりこみ 牛乳 砂糖　ごま　ミルメーク こんにゃく　いんげん 337mg 2.0g

20 ごはん 鮭　みそ　 米　マヨネーズ　 玉ねぎ　人参　大根　こんにゃく

火 鮭のマヨネーズ焼き 栄養だし　豚肉　 さつま芋 小松菜　ねぎ　もやし　きくらげ 36.5g 27.8g

さつま汁 おしゃべりみそ　牛乳 油　でん粉　 にら　にんにく　しょうが　赤ピーマン 335mg 2.5g

21 ミルクロールパン 鶏肉 パン　じゃが芋　 玉ねぎ　白菜　かぶ

水 鶏の香草揚げ ベーコン でん粉　油　春雨 キャベツ　人参　セロリー 27.1g 35.7g

かぶとベーコンのスープ 牛乳 マヨネーズ きゅうり　りんご 307mg 2.4g

22 オムライス 卵　鶏肉 米　油　じゃが芋 玉ねぎ　人参　パセリ　コーン

木 （チキンライス・ふわとろ玉子） 牛乳　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　トマト 24.7g 19.1g

ホワイトシチュー ジョア ドレッシング　いちごケーキ 赤ピーマン　きゅうり 1109mg 3.6g

基準栄養量 エネルギー　  830kcal ＊材料の都合により　 エネルギー 845kcal

たんぱく質 　 26～41g 献立を変更することがあります。 たんぱく質 31.7g

脂　　質　　  18～27g 脂　　質 27.4g

カルシウム　　  450mg カルシウム 483mg

塩　　分　  　   2.5g 塩　　分 2.8g

10 ご飯 鶏肉　おしゃべりみそ 米　パン粉　 ねぎ　人参　しいたけ　

火 松風焼き 卵　かまぼこ ごま　砂糖　棒もち　 しょうが　大根　ごぼう　れんこん　

七草雑煮汁 煮干し　牛乳 油　里芋 こんにゃく　いんげん　

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。

〇

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。

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。

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。

ブロッコリーソテー

〇

レモンタルト

＊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。

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。

はちみつマーガリン

♪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

上州きんぴら

ツナとひじきのサラダ 〇

826kcal

野菜炒め

〇

＊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。

肉じゃが煮

ウエハース

〇

リャンバンサンスー 〇

〇 「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。

837kcal

さつま芋と豚小間の照り炒め

〇

891kcal

鶏そぼろ

861kcal

マヨおひたし

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。

〇

みかん

海藻とゴマのサラダ

⚽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。

ひじき煮

焼きプリン

〇

　匝瑳市学校給食センター
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令和4年 予定献立表（中学校）

ケチャップ

豚肉のスタミナ炒め

〇

かみかみ煮干し

ミルメーク

りんご

チュロス

原宿ドッグ

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。

845kcal

849kcal

〇

835kcal

チーズサラダ

821kcal

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☆💛

897kcal

820kcal

838kcal

黒糖田作り

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。

筑前煮

875kcal

ストロベリーケーキ 802kcal
ジ

ョ
ア

ポテトサラダ

857kcal

869kcal

〇

〇

807kcal

ピーナッツ和え

〇

☆★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。

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


