
からだのちやにくになるもの からだのちょうしをととのえるもの からだのちからやねつになるもの

あかの食品 みどりの食品 きいろの食品

1 木
ごはん 牛乳 さばのソースやき はなみかん
かふうあえ ビーフンのにくみそかけ

牛乳 ノルウェーさば みそ
ぶたにく

しょうが こまつな にんじん
キャベツ とうもろこし ねぎ
たまねぎ ほししいたけ 
ちんげんさい みかん

せいはくまい さんおんとう
ごまあぶら しろすりごま
ビーフン 694 26.3

2 金
ごはん 牛乳 アーモンドあえ
ルーローはんふうポークビーンズ
ちゅうかスープ　りんご

牛乳 ぶたにく だいず
とりにく なると

たまねぎ パプリカ しょうが
にんにく キャベツ きゅうり
にんじん たけのこ はくさい ねぎ
ほししいたけ ちんげんさい りんご

せいはくまい　しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
アーモンド 697 33.0

5 月
♪『ロシアりょうり』をたべよう♪
バターロール ロシアふうオムレツ ボルシチ
りんごドレッシングサラダ 牛乳 はなみかん

牛乳 たまご ハム 
チーズ ぶたにく ベーコン
こなチーズ サワークリーム

たまねぎ キャベツ きゅうり
にんじん とうもろこし 
りんご ビート セロリ かぶ
パセリ にんにく みかん

バターロール じゃがいも
しょくぶつゆ さんおんとう

667 29.7

6 火
ごはん 牛乳 ほっけのこうみやき
れんこんのごもくきんぴら てづくりはっとじる　
ソフールげんきヨーグルト〔代替：りんごゼリー〕

牛乳 ほっけ とりにく
あぶらあげ かつおぶし
ヨーグルト

ねぎ しょうが にんにく
ごぼう れんこん にんじん
たけのこ つきこんにゃく だいこん
えだまめ ほししいたけ こまつな

せいはくまい  しょくぶつゆ
さんおんとう しろごま
こむぎこ 679 30.0

7 水

♪『せんだいでんとうやさい』 をたべよう♪

ごはん 牛乳 ぶたにくのみそやき りんご
せんだいはくさいのコールスロー たらちりふう
※せんだいでんとうやさい：「せんだいはくさい」「まがりねぎ｝

牛乳 ぶたにく みそ ハム
たら とうふ こんぶ

しょうが せんだいはくさい
にんじん とうもろこし
こまつな ほししいたけ
だいこん しらたき しゅんぎく
まがりねぎ ゆず りんご

せいはくまい さんおんとう
エッグケア

617 27.2

8 木
ファイバードライカレー 牛乳 ももゼリー
きびなごのカリカリフライ だいこんポタージュ
レモンドレッシングサラダ

牛乳 ぶたにく
きびなごカリカリフライ
ソフトチキン ハム なまクリーム

しょうが にんにく たまねぎ
にんじん ごぼう こまつな 
キャベツ きゅうり とうもろこし
レモン だいこん パセリ

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう バター
コーンスターチ ももゼリー 634 24.2

9 金
だいこんめし 牛乳 かつおのごまみそかけ
おひたし けんちんじる はなみかん

牛乳 ぶたにく あぶらあげ
かつお みそ かつおぶし
とりにく とうふ

にんじん だいこん しょうが
こまつな はくさい もやし
ごぼう こんにゃく ねぎ
ほししいたけ みかん

せいはくまい しょくぶつゆ
さんおんとう かたくりこ
しろすりごま さといも 662 32.0

12 月
チョコチップパン 牛乳 とりにくのからあげ
やきそば わかめスープ バナナ

牛乳 とりにく ぶたにく
とうふ わかめ 
かつおぶし

しょうが にんにく にんじん
たまねぎ もやし キャベツ
ピーマン だいこん もやし
はくさい えのきたけ ねぎ
ちんげんさい バナナ

チョコチップパン かたくりこ 
しょくぶつゆ 
むしちゅうかめん 684 30.1

13 火
ごはん 牛乳 あかうおのいそあげ
にくじゃが とうにゅうじる りんご

牛乳 あかうお あおのり
ぶたにく とりにく とうふ
かつおぶし みそ とうにゅう

しょうが にんじん たまねぎ
しらたき えだまめ だいこん
ごぼう はくさい えのきたけ
しめじ ねぎ りんご

せいはくまい かたくりこ
しょくぶつゆ じゃがいも
さんおんとう さつまいも 700 29.5

14 水

くろだいずごはん 牛乳 れんこんいりだんごじる
とりにくのはちみつしょうがソースかけ
だいこんとかいばしらのあえもの はなみかん
※“のどによい”といわれている たべものをしようした
   『うたごえアップメニュー』 にしました♪

牛乳 くろだいず とりにく
ほたてかいばしら
ぶたにく かつおぶし

しょうが だいこん きゅうり
にんじん とうもろこし
れんこん ごぼう はくさい
えのきたけ ねぎ にら 
みかん

せいはくまい はちみつ
かたくりこ エッグケア

605 28.2

15 木

16 金
ごはん 牛乳 ポークカレー ツナとコーンのサラダ
かぶのコンソメスープ あいか

牛乳 ぶたにく ツナ
ソーセージ とりにく

しょうが にんにく たまねぎ
にんじん グリンピース りんご
キャベツ きゅうり とうもろこし
はくさい しめじ かぶ あいか

せいはくまい しょくぶつゆ 
じゃがいも カレールウ

666 26.6

19 月

♪とうじにちなんだメニュー♪
わかめごはん 牛乳 さばのゆずみそやき
とりごぼうじる はなみかん 
しらたまいりとうじかぼちゃ

牛乳 わかめ ノルウェーさば
さいきょうみそ せんだいみそ 
とりにく とうふ かつおぶし
こんぶ

ゆず かぼちゃ ごぼう
にんじん たまねぎ えのきたけ
ちんげんさい みかん

せいはくまい さんおんとう
しらたまだんご あずき
ちゅうざらとう 723 26.5

20 火

      クリスマスメニュー
キャロットツナピラフ てばもとのオーブンやき
カラフルサラダ こめこマカロニのスープ
サンタさんのチョコケーキ 牛乳
〔代替品：おこめdeりんごのタルト〕

牛乳 ツナ とりにく
ハム ベーコン ぶたにく

にんじん しょうが にんにく 
キャベツ きゅうり たまねぎ
パプリカ セロリ
はくさい ちんげんさい

せいはくまい バター
さんおんとう しょくぶつゆ
じゃがいも こめこマカロニ
サンタさんのチョコケーキ 720 27.9

21 水

22 木

23 金

673 28.6
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ですが、ひと足
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い19日
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の給食
きゅうしょく

に『冬至
と う じ

　にちなんだメニュー』として、「かぼちゃ」と「小豆
あずき

」を使用
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した『(しらたまいり)冬至
と う じ

かぼちゃ』と、

　「柚子
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」を使用
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した『さばの柚子
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みそ焼
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すことにしました。

が　っ　し  ょ　う　の　か　い　　　※ おべんとうはふようです

６ねんせいスペシャルきゅうしょく　　※ １～５ねんせいはおべんとうじさん

お　べ　ん　と　う　の　ひ　　　※ おべんとうじさん

お　べ　ん　と　う　の　ひ　　　※ おべんとうじさん

き  ゅ  う  し  ょ  く  の  へ  い  き  ん  え  い  よ  う  か

 ※ざいりょうなどのつごうにより、こんだてないようを へんこうするばあいがあります。

( kcal ) ( g )

（ 印はスプーンもあった方がよい日です ）

ぎゅうにゅう

たまご

とうふ

にく

さかな
パン

いも あぶらごはんやさい くだもの

１２月の給食に使う旬の食材

だいこん・かぶ・こまつな・ごぼう

れんこん・せんだいはくさい・ゆず

まがりねぎ・たら・ビート・りんご

みかん・あいか など


