
12月の予定献立表       
令和4年度　墨田区立墨田中学校

日 曜 主食 おかず
牛
乳

体を作る
1群・2群

体の調子を整える
3群・4群

熱や力のもとになる
5群・6群

エネル
ギー

（kcal）

ﾀﾝﾊﾟｸ質
脂質
（g）

1 木
ごはん・手作りな
めたけ

卯の花卵焼き・ごま和え・み
そ汁

牛乳・鶏肉・おから・鶏卵・み
そ

えのきたけ・しょうが・たまねぎ・にんじ
ん・こまつな・キャベツ・もやし・だいこ
ん・ねぎ

米・油・砂糖・ごま・ごまペース
ト・じゃがいも 808

30.0

22.7

2 金
スパゲティツナト
マトソース

ビーンズサラダ・ホワイトゼ
リー

牛乳・ベーコン・ツナ・大豆・
ひよこ豆・粉寒天・乳酸菌飲料

にんにく・たまねぎ・にんじん・ホールト
マト・エリンギ・ピーマン・きゅうり・
ホールコーン・みかん缶

スパゲティ・油・バター・小麦
粉・でんぷん・砂糖 884

30.1

28.9

5 月 コーンピラフ
レンズ豆の野菜スープ・フ
ルーツヨーグルト

牛乳・鶏肉・ベーコン・レンズ
豆・ヨーグルト

たまねぎ・ホールコーン・エリンギ・にん
じん・ピーマン・しょうが・キャベツ・こ
まつな・みかん缶・黄桃缶・パイン缶・り
んご缶

米・米粒麦・バター・油 753
24.4

18.4

6 火 ゼノワーズパン
ホワイトシチュー・キャベツ
のサラダ

牛乳・鶏卵・ベーコン・鶏肉・
脱脂粉乳・生クリーム

セロリ・たまねぎ・にんじん・しめじ・パ
セリ・キャベツ・こまつな・ホールコーン

丸パン・バター・砂糖・アーモン
ド・小麦粉・油・じゃがいも 777

27.8

34.5

7 水 ごはん
さんが焼き・切り干し大根の
炒め煮・けんちん汁

牛乳・あじ・鶏卵・みそ・油揚
げ・鶏肉・豆腐

ねぎ・しょうが・切り干し大根・にんじ
ん・ごぼう・干ししいたけ・だいこん

米・砂糖・小麦粉・でんぷん・ご
ま・油・ごま油・じゃがいも 798

34.6

19.4

8 木
ふりかけごはん
（ひじき）

家常豆腐・もやしのサラダ 牛乳・ひじき・かつお節・豚
肉・みそ・生揚げ

にんにく・しょうが・だいこん・にんじ
ん・干ししいたけ・ねぎ・もやし・こまつ
な

米・油・砂糖・ごま・くず粉・
じゃがいも・ごま油 893

31.4

29.2

9 金 チリコンカン
じゃがいものフレンチサラ
ダ・りんご

牛乳・豚肉・キドニービーンズ
にんにく・セロリ・たまねぎ・ホールトマ
ト・赤ピーマン・にんじん・キャベツ・こ
まつな・りんご

米・油・バター・小麦粉・じゃが
いも・はちみつ 860

25.4

22.9

12 月 ごはん
さばのごまみそだれ・肉じゃ
が・かきたま汁

牛乳・さば・みそ・豚肉・鶏卵
しょうが・たまねぎ・にんじん・こまつ
な・葉ねぎ

米・砂糖・でんぷん・ごま・油・
しらたき・じゃがいも 918

38.5

28.6

13 火 マーボー焼きそば 大根サラダ・オレンジ 牛乳・豚肉・みそ・豆腐・わか
め

にんにく・しょうが・たまねぎ・にんじ
ん・干ししいたけ・ねぎ・だいこん・こま
つな・オレンジ

蒸し中華めん・油・ごま油・砂
糖・でんぷん 839

34.2

27.8

14 水 わかめ大豆ごはん 茶碗蒸し・十勝汁・みかん 牛乳・大豆・わかめ・鶏肉・鶏
卵・姫ちくわ・鮭・豆腐・みそ

干ししいたけ・にんじん・ほうれん草・だ
いこん・ねぎ・こまつな・みかん

米・油・ごま・砂糖・じゃがいも 820
35.5

23.3

15 木 黒砂糖パン
シーフードマカロニグラタ
ン・キャベツスープ

牛乳・アンチョビ・脱脂粉乳・
いか・えび・ピザチーズ・ベー
コン・鶏肉

セロリ・にんにく・たまねぎ・にんじん・
エリンギ・ブロッコリー・しょうが・キャ
ベツ・こまつな

黒砂糖パン・油・マカロニ・バ
ター・小麦粉・塩麹・コーンフ
レーク

805
35.9

28.7

16 金 ごはん
揚げぎょうざ・バンサン
スー・わかめスープ

牛乳・豚肉・豆腐・わかめ
ねぎ・はくさい・にら・にんにく・しょう
が・キャベツ・きゅうり・にんじん

米・油・ごま油・ぎょうざの皮・
春雨・砂糖 794

23.9

25.4

19 月 五目ごはん
ししゃもの香味揚げ・どさん
こ汁

牛乳・鶏肉・油揚げ・ししゃ
も・みそ・豚肉・豆腐・みそ・
わかめ

干ししいたけ・にんじん・こまつな・ね
ぎ・しょうが・ホールコーン

米・米粒麦・砂糖・しらたき・
油・小麦粉・でんぷん・ごま・
じゃがいも・バター

842
31.9

28.7

20 火 カレーライス
ガーリックドレッシングサラ
ダ・りんご

牛乳・鶏肉・粉チーズ・糸寒天
にんにく・しょうが・たまねぎ・にんじ
ん・キャベツ・こまつな・りんご

米・米粒麦・油・じゃがいも・マ
ンゴーチャツネ・バター・小麦
粉・ごま・砂糖

841
23.4

24.0

21 水 ごはん
韓国風魚の漬け焼き・クーブ
イリチー・青菜と卵のスープ

牛乳・もうかざめ・豚肉・昆
布・鶏卵

にんにく・にんじん・こまつな
米・ごま油・砂糖・ごま・油・こ
んにゃく・でんぷん 777

31.3

23.1

22 木 ほうとう
もやしのごまじょうゆがけ・
アーモンドケーキ

牛乳・豚肉・油揚げ・みそ・鶏
卵・脱脂粉乳

にんじん・だいこん・はくさい・かぼ
ちゃ・ねぎ・こまつな・もやし・きゅう
り・しょうが・レモン

冷凍ほうとう・ごま・油・ごま
油・小麦粉・アーモンド・砂糖・
はちみつ・バター

828
29.8

29.0

23 金 ミルクパン
鶏肉のチーズロール・キャベ
ツソテー・ミネストローネ

牛乳・鶏肉・チーズ・ベーコ
ン・鶏肉・粉チーズ

たまねぎ・キャベツ・ホールコーン・セロ
リ・ホールトマト

ミルクパン・油・バター・じゃが
いも・ＡＢＣマカロニ 772

39.2

35.3

◎献立内容は都合により変更になる場合があります。

◎1月の給食は、10日(火)から始まります。

21
９日(金) ～メキシコ～

チリコンカン
「チリ・コン・カン（チリwithミート）」

は、唐辛子と肉という意味です。メキシコ

の家庭料理で、唐辛子と牛ひき肉、豆を煮

込んで作ります。メキシコでは、500年ほ

ど前まで家畜類がほとんどいなかったので、

豆は貴重なたんぱく源でした。日本のよう

に甘く煮ることはなく、塩味で食べるそう

です。

22日(木) 冬至
冬至は一年で最も昼が短く、夜が長い日

です。日本では、この日に「ゆず湯」に入

り、「冬至かぼちゃ」を食べる習慣があり

ます。長く保存できるかぼちゃは、冬のビ

タミン供給源として、古くから重宝されて

きました。給食では、かぼちゃ入りのほう

とうを作ります。平打ちの麺を野菜と一緒

にみそ味で煮込んだ、山梨県の郷土料理で

す。

25日(日) クリスマス
日本でクリスマス料理といえば

ローストチキンが一般的ですが、

欧米では七面鳥（しちめんちょう）を食べます。

23日(金)の今年最後の給食は、クリス

マスにちなんで鶏肉のチーズロールを作り

ます。

●●行事●●

★世界の料理★

地場産物
13日（火） 大根・にんじん
大根サラダに使用する大根とにんじん

を、東京都八王子市にあるとうきょう元

気農場から届けていただきます。都内産

の旬の味を楽しんでください。


