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血や肉や骨になる食品 熱や力のもとになる食品 体の調子を整える食品

（あか） （きいろ） （みどり） (kcal) （ｇ）

牛乳 米 しょうが　ゆず　キャベツ　
さば でんぷん にんじん　きゅうり　たまねぎ
とうふ あぶら えのきたけ
わかめ さとう りんご
牛乳 米 にんにく　しょうが　セロリ
とり肉 あぶら　バター たまねぎ　にんじん
だいず こめこ キャベツ　きゅうり　りんご

チャツネ　さとう オレンジ
牛乳 米 にんにく　しょうが　ねぎ
ぶた肉 あぶら たまねぎ　干ししいたけ　にんじん
みそ さとう　でんぷん にら　もやし　ほうれんそう
えび　とうふ ごま　 えのきたけ　みかん
牛乳　あぶらあげ ほうとう　さといも 干ししいたけ　にんじん
ぶた肉 ごま　さとう　さつまいも だいこん　かぼちゃ
みそ　わかめ バター　 ねぎ　こまつな　もやし
生クリーム パイシート きゅうり　りんご
牛乳 食パン　マーガリン レモン　にんにく　セロリ　
たまご さとう　アーモンド たまねぎ　にんじん　エリンギ　
ベーコン こむぎこ　あぶら パセリ　キャベツ
ぶた肉 じゃがいも きゅうり
牛乳 米　あぶら しょうが　だいこん　キャベツ
ちりめんじゃこ　カレイ ごま　しおこうじ きゅうり　にんじん
あおのり　けずりぶし こめこ　でんぷん なめこ
とうふ　みそ さとう ねぎ
牛乳　とり肉 米　 たまねぎ　マッシュルーム　
いか　えび　 バター　さとう にんじん　ピーマン　にんにく
ベーコン　たら じゃがいも　ごま ねぎ　れんこん　キャベツ　きゅうり
ちりめんじゃこ あぶら こまつな　ホールコーン
牛乳 ラーメン　 もやし　にんじん
ぶた肉 あぶら　ごま　 こまつな　しょうが
みそ さとう にんにく　ねぎ
けずりぶし じゃがいも りんご　みかん
牛乳 米 セロリ　たまねぎ　パセリ
いか　 あぶら　パン粉 キャベツ　にんじん
とうふ こんにゃく ごぼう　だいこん

さといも ねぎ
牛乳 ミルクパン　ジャム セロリ　にんにく　たまねぎ
とり肉 あぶら　こむぎこ　 にんじん　しょうが
とうにゅう　生クリーム パン粉　バター エリンギ　キャベツ
クリームチーズ じゃがいも　さとう こまつな　
牛乳　 米 にんにく　セロリ　たまねぎ
とり肉　だいず あぶら ホールトマト　キャベツ
チーズ くろざとう しょうが　にんじん
もずく　とうふ こむぎこ ねぎ
牛乳　さけ 米 さやいんげん　たまねぎ
のり　きびなご ごま だいこん
あぶらあげ さとう えのきたけ
みそ　わかめ ねぎ
牛乳　 くろざとうパン　あぶら セロリ　たまねぎ　
ぶた肉　だいず バター　じゃがいも にんじん　ホールトマト　パセリ
チーズ　ベーコン でんぷん エリンギ　ホールコーン
粉チーズ　たまご パン粉 こまつな　オレンジ
牛乳　 米 ごぼう　にんじん　たまねぎ
だいず　みそ あぶら　さとう 干ししいたけ　さやいんげん
とり肉　たまご ごま　じゃがいも だいこん　ねぎ　
ぶた肉　とうふ こんにゃく りんご
牛乳 うどん　でんぷん たまねぎ　にんじん
ぶた肉 あぶら　 こまつな
あぶらあげ 糸こんにゃく キャベツ
チーズ さとう　じゃがいも ねぎ
牛乳　ぶた肉 米　あぶら にんにく　セロリ　
生クリーム こむぎこ　こめこ たまねぎ　マッシュルーム　
チーズ バター　マカロニ ホールトマト　にんじん
たまご チョコレート キャベツ　ブロッコリー　

＊牛乳は毎日つきます。
＊献立は都合により変更することがあります。御了承ください。
＊エネルギー量、たんぱく質量の数値は、中学年のものです。

　 ・ 油　　　　　　２ｇ ① セロリ、玉ねぎを炒め塩を振る。
　 ・ セロリ （みじん切り） ２ｇ
　 ・ 玉ねぎ（みじん切り）８０ｇ　 ② すり身に調味料を混ぜて練る。
　 ・ 塩　　　　　　　　 一つまみ
　 ・ いかのすり身　　　２００ｇ ③ ②に①と A を入れてさらに練り、
　 ・ 酒　　　 　　　　　　　　少々 　　成形して、フライパン、または、
　 ・ 塩・こしょう　　　　　　少々 　　オーブン(200℃ 約15分)で焼く。
　 ・ 生パン粉　　　　　　 ３０ｇ
　 ・ 卵　　　　　　　　　　　３０ｇ ④ B を合わせて一煮立ちさせ、かける。
　 ・ パセリ（みじん切り）　２ｇ
　 ・ ケチャップ　　　　　　３０ｇ ★ 辛子はチューブのもので、代用可。
　 ・ 中濃ソース　　 　　　１０ｇ ★ エビや、白身魚のすり身でも、
　　 　 洋辛子　　　　　少々 　　美味しくできます。
　 　　 湯　　　　　　　　１ｇ ★ ひき肉を混ぜても美味しいです。

令和４年　１２月　給食予定献立表

日
曜
日 主食 おかず

使　わ　れ　て　い　る　主　な　材　料 エネル
ギー量

たんぱ
くしつ

2 金 カレーライス
アップルドレッシングサラダ

オレンジ（みはや）
692 19.8

1 木                ごはん
さばの柚子あん

和風サラダ
すまし汁　りんご（サンふじ）

685 25.7

6 火               ほうとう
ごま酢あえ

ポテトアップルパイ
697 22.0

3 土 豆腐とエビのチリソース丼
野菜のごま風味

みかん（早生）
654 28.5

8 木 ごはん
（じゃこふりかけ）

白身魚の塩麹みぞれがけ
野菜の塩もみ

なめこ汁
620 29.2

7 水 　　ビスキュイトースト
アイリッシュシチュー

グリーンサラダ
608 21.2

12 月 ビビン麺
ポテトのおかかまぶし

みかん（中生）
623 27.5

9 金 シーフードピラフ
タラのブイヤベース

レンコンチップスサラダ
600 26.9

14 水 　　　　　　ミルクパン
　　  ショットブラール（ミートボール）

　マッシュポテト
キャベツスープ

634 24.3

13 火 ごはん
いかのハンバーグ
キャベツの南蛮風

けんちん汁
600 25.2

16 金 石狩ごはん
きびなごのからあげ

みそ汁　りんご
621 25.4

15 木 タコライス
もずくスープ

サーターアンダギー
699 23.9

20 火 ごはん
（鉄火みそ）

和風厚焼き卵
豚汁

りんご（王林）

677 26.8

19 月 黒砂糖パン
ミートグラタン

イタリアンスープ
早香（みかん×ポンカン）

664 28.5

22 木 　　　　　ストロガノフライス
マカロニサラダ（星型チーズ入り）

ブラウニー
728 21.6

21 水 カレーうどん
小松菜と油揚げのおひたし

じゃがもち
612 23.0

B

A

　　　　いかのハンバーグ

　　今月の給食目標　『　衛生に気をつけて食事をしよう　』

こ

毎年、気温が下がり乾燥する冬の初めから胃腸炎が流行します。

特にノロウイルスは感染力が強く、人の手や食品などを介して感染し、

食中毒や感染性胃腸炎の原因になります。

帰宅した後、料理をする前や食事の前には石けんでよく手を洗い

感染を防ぎましょう。

また、おう吐や下痢、お腹が痛いなどの胃腸の調子が悪い時は、

早めに学級担任にお知らせください。

ノロウイルス等による感染性胃腸炎に御注意ください！
給食レシピ
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