
にんじん　はくさい　たまねぎ　とうもろこし　パセリ　にんじん　はくさい　たまねぎ　とうもろこし　パセリ　にんじん　はくさい　たまねぎ　とうもろこし　パセリ　にんじん　はくさい　たまねぎ　とうもろこし　パセリ　ベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅう

木

29
かぼちゃ入りスペイン風オムレツ　ブロッコリーの塩茹で たまご　とりにくたまご　とりにくたまご　とりにくたまご　とりにく かぼちゃ　ブロッコリーかぼちゃ　ブロッコリーかぼちゃ　ブロッコリーかぼちゃ　ブロッコリー

28
野菜の南蛮煮 とりにく　なまあげ　みそとりにく　なまあげ　みそとりにく　なまあげ　みそとりにく　なまあげ　みそ たまねぎ　にんじん　ごぼう　グリンピースたまねぎ　にんじん　ごぼう　グリンピースたまねぎ　にんじん　ごぼう　グリンピースたまねぎ　にんじん　ごぼう　グリンピース

金

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

ひじき　あぶらあげ　しらすぼし　ひじき　あぶらあげ　しらすぼし　ひじき　あぶらあげ　しらすぼし　ひじき　あぶらあげ　しらすぼし　

アップルパン　牛乳　　　　　　

コーンポタージュ　ケチャップソース

きりぼしだいこん　こまつな　にんじんきりぼしだいこん　こまつな　にんじんきりぼしだいこん　こまつな　にんじんきりぼしだいこん　こまつな　にんじん

りんごりんごりんごりんご

麦ごはん　牛乳

ひじきと切干しだいこんの煮物

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

火 だいこん　にんじん　　ほししいたけ　さやいんげんだいこん　にんじん　　ほししいたけ　さやいんげんだいこん　にんじん　　ほししいたけ　さやいんげんだいこん　にんじん　　ほししいたけ　さやいんげん

27
酢鶏　みかん とりにくとりにくとりにくとりにく たまねぎ　にんじん　たけのこ　ピーマン　みかんたまねぎ　にんじん　たけのこ　ピーマン　みかんたまねぎ　にんじん　たけのこ　ピーマン　みかんたまねぎ　にんじん　たけのこ　ピーマン　みかん でんぷん　さとう　あぶらでんぷん　さとう　あぶらでんぷん　さとう　あぶらでんぷん　さとう　あぶら

水

26
ししゃもフライ ししゃもししゃもししゃもししゃも パンこ　こむぎこ　あぶらパンこ　こむぎこ　あぶらパンこ　こむぎこ　あぶらパンこ　こむぎこ　あぶら

こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

麦ごはん　しそかつおふりかけ　牛乳

豚肉と大根の煮物

麦ごはん　牛乳

春雨スープ　 はるさめ　ごまあぶらはるさめ　ごまあぶらはるさめ　ごまあぶらはるさめ　ごまあぶら

ぶたにく　あぶらあげ　ひらてん　ぶたにく　あぶらあげ　ひらてん　ぶたにく　あぶらあげ　ひらてん　ぶたにく　あぶらあげ　ひらてん　

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく

ふりかけ　ぎゅうにゅう　ふりかけ　ぎゅうにゅう　ふりかけ　ぎゅうにゅう　ふりかけ　ぎゅうにゅう　

金

25
野菜とうずら卵の甘酢煮 ぶたにく　うずらたまご　えびぶたにく　うずらたまご　えびぶたにく　うずらたまご　えびぶたにく　うずらたまご　えび にんじん　たまねぎ　キャベツ　グリンピース　しょうがにんじん　たまねぎ　キャベツ　グリンピース　しょうがにんじん　たまねぎ　キャベツ　グリンピース　しょうがにんじん　たまねぎ　キャベツ　グリンピース　しょうが じゃがいも　さとう　あぶら　でんぷんじゃがいも　さとう　あぶら　でんぷんじゃがいも　さとう　あぶら　でんぷんじゃがいも　さとう　あぶら　でんぷん

月

22
野菜の卵とじ とりにく　たまごとりにく　たまごとりにく　たまごとりにく　たまご たまねぎ　にんじん　グリンピース　とうもろこしたまねぎ　にんじん　グリンピース　とうもろこしたまねぎ　にんじん　グリンピース　とうもろこしたまねぎ　にんじん　グリンピース　とうもろこし じゃがいも　さとう　バターじゃがいも　さとう　バターじゃがいも　さとう　バターじゃがいも　さとう　バター

アロエとフルーツのヨーグルト和え

小パン　黒豆きなこクリーム　牛乳　　　　　　

きのことアーモンドのソテー

パン　いちごジャム　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

ベーコンベーコンベーコンベーコン

水

21
ポークカレー ぶたにく　ぎゅうにゅうぶたにく　ぎゅうにゅうぶたにく　ぎゅうにゅうぶたにく　ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん　グリンピース　にんにく　りんごたまねぎ　にんじん　グリンピース　にんにく　りんごたまねぎ　にんじん　グリンピース　にんにく　りんごたまねぎ　にんじん　グリンピース　にんにく　りんご じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

20
チキンチキンれんこん とりにくとりにくとりにくとりにく れんこん　グリンピースれんこん　グリンピースれんこん　グリンピースれんこん　グリンピース でんぷん　あぶら　さとう　ごまでんぷん　あぶら　さとう　ごまでんぷん　あぶら　さとう　ごまでんぷん　あぶら　さとう　ごま

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

木

こめ　こめ　こめ　こめ　

海藻とツナのサラダ

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

とうふ　あぶらあげ　わかめ　みそとうふ　あぶらあげ　わかめ　みそとうふ　あぶらあげ　わかめ　みそとうふ　あぶらあげ　わかめ　みそ

かいそう（わかめなど）　まぐろあぶらづけかいそう（わかめなど）　まぐろあぶらづけかいそう（わかめなど）　まぐろあぶらづけかいそう（わかめなど）　まぐろあぶらづけ

麦ごはん　牛乳

ごはん　牛乳

みそ汁　栗のムース

火

月 オリーブあぶら　オリーブあぶら　オリーブあぶら　オリーブあぶら　

19 こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

筑前煮 とりにく　ちくわとりにく　ちくわとりにく　ちくわとりにく　ちくわ

麦ごはん　牛乳

たまねぎ　かぶ　にんじん　はくさい　ブロッコリー　エリンギ　オレンジたまねぎ　かぶ　にんじん　はくさい　ブロッコリー　エリンギ　オレンジたまねぎ　かぶ　にんじん　はくさい　ブロッコリー　エリンギ　オレンジたまねぎ　かぶ　にんじん　はくさい　ブロッコリー　エリンギ　オレンジベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

さといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶら

さばのみそにさばのみそにさばのみそにさばのみそにさばのみそ煮

かぶと白菜のシチュー　オレンジ

金

18
チリビーンズ ぶたにく　だいずぶたにく　だいずぶたにく　だいずぶたにく　だいず たまねぎ　にんじん　パセリ　にんにくたまねぎ　にんじん　パセリ　にんにくたまねぎ　にんじん　パセリ　にんにくたまねぎ　にんじん　パセリ　にんにく さとう　オリーブあぶら　でんぷんさとう　オリーブあぶら　でんぷんさとう　オリーブあぶら　でんぷんさとう　オリーブあぶら　でんぷん

15
ウインナーのケチャップソースがけ ポークウインナーポークウインナーポークウインナーポークウインナー さとうさとうさとうさとう

こむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめこ

パンこ　ゼリーパンこ　ゼリーパンこ　ゼリーパンこ　ゼリー

こむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめこ

パン　スライスチーズ　牛乳　　　　　　

パン　牛乳　　　　　　

ミートボールスープ　山口りんごゼリー

木 こまつな　にんじん　れんこんこまつな　にんじん　れんこんこまつな　にんじん　れんこんこまつな　にんじん　れんこん

うどん　さとううどん　さとううどん　さとううどん　さとう

水

14
とりにく　とうふ　あぶらあげとりにく　とうふ　あぶらあげとりにく　とうふ　あぶらあげとりにく　とうふ　あぶらあげ だいこん　にんじん　ねぎ　ほししいたけだいこん　にんじん　ねぎ　ほししいたけだいこん　にんじん　ねぎ　ほししいたけだいこん　にんじん　ねぎ　ほししいたけ

13
かやくうどん とりにく　あぶらあげ　はもてんぷらとりにく　あぶらあげ　はもてんぷらとりにく　あぶらあげ　はもてんぷらとりにく　あぶらあげ　はもてんぷら たまねぎ　にんじん　ねぎ　ほししいたけたまねぎ　にんじん　ねぎ　ほししいたけたまねぎ　にんじん　ねぎ　ほししいたけたまねぎ　にんじん　ねぎ　ほししいたけ

さといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶら

こめ　こめ　こめ　こめ　

パンこ　こむぎこ　パンこ　こむぎこ　パンこ　こむぎこ　パンこ　こむぎこ　

こめ　こめ　こめ　こめ　

さとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶら

あじ　たら　みそあじ　たら　みそあじ　たら　みそあじ　たら　みそ

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが　キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが　キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが　キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが　

ごはん　牛乳

けんちょう

ひじきの五目煮

海藻

月 ベーコン　ベーコン　ベーコン　ベーコン　

12
いかと野菜の炒め煮 こまつな　れんこん　にんじん　にんにくこまつな　れんこん　にんじん　にんにくこまつな　れんこん　にんじん　にんにくこまつな　れんこん　にんじん　にんにく さとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶら

火

11
チキンビーンズ とりにく　だいずとりにく　だいずとりにく　だいずとりにく　だいず にんじん　たまねぎ　さやいんげんにんじん　たまねぎ　さやいんげんにんじん　たまねぎ　さやいんげんにんじん　たまねぎ　さやいんげん じゃがいも　さとうじゃがいも　さとうじゃがいも　さとうじゃがいも　さとう

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

こむぎこ　こめこ　くろざとうこむぎこ　こめこ　くろざとうこむぎこ　こめこ　くろざとうこむぎこ　こめこ　くろざとう

あぶら　あぶら　あぶら　あぶら　

こめ　こめ　こめ　こめ　

さつまいも　こんにゃく　さつまいも　こんにゃく　さつまいも　こんにゃく　さつまいも　こんにゃく　

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

もやし　だいこん　にんじん　ねぎ　みかん　もやし　だいこん　にんじん　ねぎ　みかん　もやし　だいこん　にんじん　ねぎ　みかん　もやし　だいこん　にんじん　ねぎ　みかん　

7
中華丼 ぶたにく　うずらたまご　いか　ぶたにく　うずらたまご　いか　ぶたにく　うずらたまご　いか　ぶたにく　うずらたまご　いか　 キャベツ　たまねぎ　もやし　にんじん　しょうが　たけのこ　ねぎキャベツ　たまねぎ　もやし　にんじん　しょうが　たけのこ　ねぎキャベツ　たまねぎ　もやし　にんじん　しょうが　たけのこ　ねぎキャベツ　たまねぎ　もやし　にんじん　しょうが　たけのこ　ねぎ さとう　でんぷん　ごまあぶらさとう　でんぷん　ごまあぶらさとう　でんぷん　ごまあぶらさとう　でんぷん　ごまあぶら

日
(曜） 献　立　名

主　　　　　な　　　　　材　　　　　料主　　　　　な　　　　　材　　　　　料主　　　　　な　　　　　材　　　　　料主　　　　　な　　　　　材　　　　　料

木

にんじん　たまねぎ　かぼちゃ　カリフラワー　パセリ　とうもろこしにんじん　たまねぎ　かぼちゃ　カリフラワー　パセリ　とうもろこしにんじん　たまねぎ　かぼちゃ　カリフラワー　パセリ　とうもろこしにんじん　たまねぎ　かぼちゃ　カリフラワー　パセリ　とうもろこし

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

むぎ　スペルトこむぎ　むぎ　スペルトこむぎ　むぎ　スペルトこむぎ　むぎ　スペルトこむぎ　ベーコン　レンズまめ　ぎゅうにゅうベーコン　レンズまめ　ぎゅうにゅうベーコン　レンズまめ　ぎゅうにゅうベーコン　レンズまめ　ぎゅうにゅう

カレーそぼろ さとう　オリーブあぶらさとう　オリーブあぶらさとう　オリーブあぶらさとう　オリーブあぶら

鶏じゃが

こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

きりぼしだいこん　にんじん　キャベツ　ほうれんそうきりぼしだいこん　にんじん　キャベツ　ほうれんそうきりぼしだいこん　にんじん　キャベツ　ほうれんそうきりぼしだいこん　にんじん　キャベツ　ほうれんそう

じゃがいも　こんにゃく　さとうじゃがいも　こんにゃく　さとうじゃがいも　こんにゃく　さとうじゃがいも　こんにゃく　さとう

切干しだいこんの甘酢炒め

春巻

麦ごはん　牛乳

1

金

小レーズンパン　牛乳　　　　　　

かぼちゃと豆のポタージュ

たんぱく質たんぱく質たんぱく質たんぱく質
ｇｇｇｇ

ご家庭でご家庭でご家庭でご家庭で
とってほしいとってほしいとってほしいとってほしい
食品食品食品食品

赤 緑 黄

主に体をつくるもとになる 主に体の調子を整えるもとになる 主にエネルギーのもとになる

とりにく　あぶらあげ　みそとりにく　あぶらあげ　みそとりにく　あぶらあげ　みそとりにく　あぶらあげ　みそ

魚

いも類

卵

ほしぶどうほしぶどうほしぶどうほしぶどうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

だいこん　はくさい　にんじん　たまねぎ　キウイフルーツだいこん　はくさい　にんじん　たまねぎ　キウイフルーツだいこん　はくさい　にんじん　たまねぎ　キウイフルーツだいこん　はくさい　にんじん　たまねぎ　キウイフルーツえびだんご　あぶらあげ　わかめえびだんご　あぶらあげ　わかめえびだんご　あぶらあげ　わかめえびだんご　あぶらあげ　わかめ

638

636

637

24.1

27.6

24.8

27.6

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー
kcalkcalkcalkcal

はるさめ　こむぎこ　あぶら　はるさめ　こむぎこ　あぶら　はるさめ　こむぎこ　あぶら　はるさめ　こむぎこ　あぶら　

こむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめこ

じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

くりのムースくりのムースくりのムースくりのムース

こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

ごま　さとう　ごまあぶらごま　さとう　ごまあぶらごま　さとう　ごまあぶらごま　さとう　ごまあぶら

こむぎこ　こめこ　いちごジャムこむぎこ　こめこ　いちごジャムこむぎこ　こめこ　いちごジャムこむぎこ　こめこ　いちごジャム

ゼリーゼリーゼリーゼリー

こむぎこ　こめこ　くろまめきなこクリームこむぎこ　こめこ　くろまめきなこクリームこむぎこ　こめこ　くろまめきなこクリームこむぎこ　こめこ　くろまめきなこクリーム

アーモンド　オリーブあぶらアーモンド　オリーブあぶらアーモンド　オリーブあぶらアーモンド　オリーブあぶら

こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

さといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶら

じゃがいも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらじゃがいも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらじゃがいも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらじゃがいも　こんにゃく　さとう　ごまあぶら

こむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめこ

ごま　さとうごま　さとうごま　さとうごま　さとう

695

687

702

643

631

あぶらあぶらあぶらあぶら

こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

ごま　さとう　ごまあぶら　ごま　さとう　ごまあぶら　ごま　さとう　ごまあぶら　ごま　さとう　ごまあぶら　

にんじん　たまねぎ　キャベツ　にんじん　たまねぎ　キャベツ　にんじん　たまねぎ　キャベツ　にんじん　たまねぎ　キャベツ　

ひじき　だいず　しらすぼしひじき　だいず　しらすぼしひじき　だいず　しらすぼしひじき　だいず　しらすぼし

チーズ　ぎゅうにゅうチーズ　ぎゅうにゅうチーズ　ぎゅうにゅうチーズ　ぎゅうにゅう

とりにく　ぶたにく　とりにく　ぶたにく　とりにく　ぶたにく　とりにく　ぶたにく　

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

キャベツ　にんじん　たまねぎ　しめじ　エリンギ　パセリ　にんにくキャベツ　にんじん　たまねぎ　しめじ　エリンギ　パセリ　にんにくキャベツ　にんじん　たまねぎ　しめじ　エリンギ　パセリ　にんにくキャベツ　にんじん　たまねぎ　しめじ　エリンギ　パセリ　にんにく

たまねぎ　にんじん　だいこん　ねぎたまねぎ　にんじん　だいこん　ねぎたまねぎ　にんじん　だいこん　ねぎたまねぎ　にんじん　だいこん　ねぎ

キャベツ　にんじん　とうもろこしキャベツ　にんじん　とうもろこしキャベツ　にんじん　とうもろこしキャベツ　にんじん　とうもろこし

みかん　おうとう　パインアップル　アロエみかん　おうとう　パインアップル　アロエみかん　おうとう　パインアップル　アロエみかん　おうとう　パインアップル　アロエ

ごぼう　にんじん　れんこん　ほししいたけ　たけのこ　さやいんげんごぼう　にんじん　れんこん　ほししいたけ　たけのこ　さやいんげんごぼう　にんじん　れんこん　ほししいたけ　たけのこ　さやいんげんごぼう　にんじん　れんこん　ほししいたけ　たけのこ　さやいんげん

いか　はもてんぷらいか　はもてんぷらいか　はもてんぷらいか　はもてんぷら

のり　ぎゅうにゅうのり　ぎゅうにゅうのり　ぎゅうにゅうのり　ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　だいこん　ほうれんそう　チンゲンサイたまねぎ　にんじん　だいこん　ほうれんそう　チンゲンサイたまねぎ　にんじん　だいこん　ほうれんそう　チンゲンサイたまねぎ　にんじん　だいこん　ほうれんそう　チンゲンサイ

ぶたにく　ぶたにく　ぶたにく　ぶたにく　

5

火
ぶたにく　たまご　だいずぶたにく　たまご　だいずぶたにく　たまご　だいずぶたにく　たまご　だいず たまねぎ　にんじん　きくらげ　ねぎ　しょうがたまねぎ　にんじん　きくらげ　ねぎ　しょうがたまねぎ　にんじん　きくらげ　ねぎ　しょうがたまねぎ　にんじん　きくらげ　ねぎ　しょうが

たまねぎ　にんじん　グリンピースたまねぎ　にんじん　グリンピースたまねぎ　にんじん　グリンピースたまねぎ　にんじん　グリンピースとりにく　ちくわとりにく　ちくわとりにく　ちくわとりにく　ちくわ

こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう

麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

6

水 あぶらあげ　しらすぼしあぶらあげ　しらすぼしあぶらあげ　しらすぼしあぶらあげ　しらすぼし

637

624

647

676

675

709

704

はなっこりーのソテー

山口いっぱいみそ汁　みかん

ごはん（減量）　味付けのり　牛乳　

656

691

749

625

694

にんじん　たまねぎ　はくさい　もやし　えのきたけ　ねぎにんじん　たまねぎ　はくさい　もやし　えのきたけ　ねぎにんじん　たまねぎ　はくさい　もやし　えのきたけ　ねぎにんじん　たまねぎ　はくさい　もやし　えのきたけ　ねぎ

はなっこりー　にんじん　もやし　キャベツはなっこりー　にんじん　もやし　キャベツはなっこりー　にんじん　もやし　キャベツはなっこりー　にんじん　もやし　キャベツ

黒糖パン　牛乳　　　　　　

あじぎょうざ（２個）

えび団子汁　キウイフルーツ

麦ごはん　牛乳

ごはん　牛乳

令和元年11月分　学校給食献立表　（Ａブロック：富田東小・富田西小・福川小）　　　　   　            新南陽学校給食センター

8 パン　りんごジャム　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ　りんごジャムこむぎこ　こめこ　りんごジャムこむぎこ　こめこ　りんごジャムこむぎこ　こめこ　りんごジャム

カレー炒り豆腐 ぶたにく　たまご　とうふぶたにく　たまご　とうふぶたにく　たまご　とうふぶたにく　たまご　とうふ たまねぎ　にんじん　とうもろこし　グリンピースたまねぎ　にんじん　とうもろこし　グリンピースたまねぎ　にんじん　とうもろこし　グリンピースたまねぎ　にんじん　とうもろこし　グリンピース さとうさとうさとうさとう

金 かみかみソテー チキンハム　するめチキンハム　するめチキンハム　するめチキンハム　するめ れんこん　キャベツ　にんじん　えだまめれんこん　キャベツ　にんじん　えだまめれんこん　キャベツ　にんじん　えだまめれんこん　キャベツ　にんじん　えだまめ アーモンド　オリーブあぶら　さとうアーモンド　オリーブあぶら　さとうアーモンド　オリーブあぶら　さとうアーモンド　オリーブあぶら　さとう

スパゲッティ　オリーブあぶらスパゲッティ　オリーブあぶらスパゲッティ　オリーブあぶらスパゲッティ　オリーブあぶらたまねぎ　にんじん　キャベツ　エリンギ　にんにく　バジルたまねぎ　にんじん　キャベツ　エリンギ　にんにく　バジルたまねぎ　にんじん　キャベツ　エリンギ　にんにく　バジルたまねぎ　にんじん　キャベツ　エリンギ　にんにく　バジルぶたにくぶたにくぶたにくぶたにくバジルスパゲッティ

34.3

29.5

23.5

24.2

25.0

28.9

28.7

27.5

29.4

きのこ

果物

卵

種実
（ごま、アー
モンド等）

乳製品

豆・豆製品

種実
（ごま、アー
モンド等）

果物

緑黄色野菜

海藻

果物

卵

種実
（ごま、アー
モンド等）

乳製品

豆・豆製品

25.8

28.7

29.6

25.9

24.4

24.0

25.7

小魚

「けんちょう」は、中国料理の
「捲煎（ケン・チェン）」が日本に
伝わり、豆腐料理の「けんちん」
になり、さらに山口県で「けんちょ
う」になまったと言われています。
けんちょうには、「大根と豆腐
だけのもの」と「いろいろな実を
入れたもの」の２通りがあります。
給食は、いろいろな実を入れた
けんちょうです。

【【【【 けんちょうけんちょうけんちょうけんちょう 】】】】 材料（４材料（４材料（４材料（４～５人～５人～５人～５人分）分）分）分）

・・・・ 豆腐豆腐豆腐豆腐 １１１１丁丁丁丁
・・・・ 大根大根大根大根 ６００ｇ６００ｇ６００ｇ６００ｇ
・・・・ しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ 大さじ７～８大さじ７～８大さじ７～８大さじ７～８
・・・・ 油油油油 大さじ２大さじ２大さじ２大さじ２
・・・・ （砂糖）（砂糖）（砂糖）（砂糖）

◎◎◎◎ 作り方作り方作り方作り方
①①①① 豆腐は水気をきって、くずしておく。豆腐は水気をきって、くずしておく。豆腐は水気をきって、くずしておく。豆腐は水気をきって、くずしておく。
②②②② 大根はいちょう切りにする。大根はいちょう切りにする。大根はいちょう切りにする。大根はいちょう切りにする。
③③③③ 豆腐と大根を炒め、しょうゆを入れて豆腐と大根を炒め、しょうゆを入れて豆腐と大根を炒め、しょうゆを入れて豆腐と大根を炒め、しょうゆを入れて
煮る。煮る。煮る。煮る。
※※※※焦げつくようなら水を加える。焦げつくようなら水を加える。焦げつくようなら水を加える。焦げつくようなら水を加える。

山口県の小中学校の学校給食では、「山口県の小中学校の学校給食では、「山口県の小中学校の学校給食では、「山口県の小中学校の学校給食では、「山口県山口県山口県山口県

の郷土料理を味わい、関心を深めるの郷土料理を味わい、関心を深めるの郷土料理を味わい、関心を深めるの郷土料理を味わい、関心を深める」ことを目」ことを目」ことを目」ことを目

的として、毎年的として、毎年的として、毎年的として、毎年11111111月に「やまぐち郷土料理の月に「やまぐち郷土料理の月に「やまぐち郷土料理の月に「やまぐち郷土料理の

日」を実施しています。日」を実施しています。日」を実施しています。日」を実施しています。

当センターでは、１４日（木）の給食に「け当センターでは、１４日（木）の給食に「け当センターでは、１４日（木）の給食に「け当センターでは、１４日（木）の給食に「け

んちょう」をとり入れています。「けんちょんちょう」をとり入れています。「けんちょんちょう」をとり入れています。「けんちょんちょう」をとり入れています。「けんちょ

う」は、山口県内すべての地域で食べられていう」は、山口県内すべての地域で食べられていう」は、山口県内すべての地域で食べられていう」は、山口県内すべての地域で食べられてい

る郷土料理です。る郷土料理です。る郷土料理です。る郷土料理です。

今後、山口県だけでなく、他県の郷土料理も今後、山口県だけでなく、他県の郷土料理も今後、山口県だけでなく、他県の郷土料理も今後、山口県だけでなく、他県の郷土料理も

取り入れ、いろいろな地域への理解や食文化の取り入れ、いろいろな地域への理解や食文化の取り入れ、いろいろな地域への理解や食文化の取り入れ、いろいろな地域への理解や食文化の

継承に取り組んでいきます。継承に取り組んでいきます。継承に取り組んでいきます。継承に取り組んでいきます。

やまぐち郷土料理の日

ウインナーとチーズをパン

にはさんで食べよう

※献立は都合により変更となることがあります。 ☆魚のほねに気を付けて食べましょう。

☆食物アレルギーのある方に対応する

ため、詳細な献立表や原材料配合表

を提供しています。ご希望の方は学

校にお申し出ください。

☆給食の約束・・・「はし」は毎日持って

きましょう。スプーンははしで食べにく

い時に使いましょう。

《 イタリア料理 》

《 地場産給食の日》

《 地場産給食の日》

《 地場産給食の日》

《 地場産給食の日》

《 やまぐち郷土料理の日》

《 地場産給食の日》

レシピ：「防長味の春夏秋冬」

貞永 美紗子より引用

11111111月から、御家庭へ配付する献立月から、御家庭へ配付する献立月から、御家庭へ配付する献立月から、御家庭へ配付する献立

表の様式が変わりました。表の様式が変わりました。表の様式が変わりました。表の様式が変わりました。

献立名は、漢字表記になりました。献立名は、漢字表記になりました。献立名は、漢字表記になりました。献立名は、漢字表記になりました。

御家庭で、お子さんと一緒にご覧く御家庭で、お子さんと一緒にご覧く御家庭で、お子さんと一緒にご覧く御家庭で、お子さんと一緒にご覧く

ださい。ださい。ださい。ださい。

そぼろごはんに

しよう！



エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー
（kcal）（kcal）（kcal）（kcal）
小学校小学校小学校小学校

たんぱく質たんぱく質たんぱく質たんぱく質
（ｇ）（ｇ）（ｇ）（ｇ）
小学校小学校小学校小学校

中学校中学校中学校中学校 中学校中学校中学校中学校

687 34.3

34.0

691 27.5

28.1

694 28.9

826 33.5

695 27.6

種実
（ごま、アー
モンド等）

乳製品

647 24.0

779

28.9

636 27.6

757 32.0

643 23.5

27.1

797

27.8

624 24.4

741 28.4

34.9

676 25.7

828

小魚

816 29.9

豆・豆製品

種実
（ごま、アー
モンド等）

656 28.7

820

卵

30.4

675 25.8

金 きのことアーモンドのソテー ベーコンベーコンベーコンベーコン キャベツ　にんじん　たまねぎ　しめじ　エリンギ　パセリ　にんにくキャベツ　にんじん　たまねぎ　しめじ　エリンギ　パセリ　にんにくキャベツ　にんじん　たまねぎ　しめじ　エリンギ　パセリ　にんにくキャベツ　にんじん　たまねぎ　しめじ　エリンギ　パセリ　にんにく アーモンド　オリーブあぶらアーモンド　オリーブあぶらアーモンド　オリーブあぶらアーモンド　オリーブあぶら

果物野菜とうずら卵の甘酢煮 ぶたにく　うずらたまご　えびぶたにく　うずらたまご　えびぶたにく　うずらたまご　えびぶたにく　うずらたまご　えび にんじん　たまねぎ　キャベツ　グリンピース　しょうがにんじん　たまねぎ　キャベツ　グリンピース　しょうがにんじん　たまねぎ　キャベツ　グリンピース　しょうがにんじん　たまねぎ　キャベツ　グリンピース　しょうが じゃがいも　さとう　あぶら　でんぷんじゃがいも　さとう　あぶら　でんぷんじゃがいも　さとう　あぶら　でんぷんじゃがいも　さとう　あぶら　でんぷん

823 34.7

704 29.6

木 春雨スープ　 ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく にんじん　たまねぎ　はくさい　もやし　えのきたけ　ねぎにんじん　たまねぎ　はくさい　もやし　えのきたけ　ねぎにんじん　たまねぎ　はくさい　もやし　えのきたけ　ねぎにんじん　たまねぎ　はくさい　もやし　えのきたけ　ねぎ はるさめ　ごまあぶらはるさめ　ごまあぶらはるさめ　ごまあぶらはるさめ　ごまあぶら

29 小パン　黒豆きなこクリーム　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ　くろまめきなこクリームこむぎこ　こめこ　くろまめきなこクリームこむぎこ　こめこ　くろまめきなこクリームこむぎこ　こめこ　くろまめきなこクリーム

酢鶏　みかん とりにくとりにくとりにくとりにく たまねぎ　にんじん　たけのこ　ピーマン　みかんたまねぎ　にんじん　たけのこ　ピーマン　みかんたまねぎ　にんじん　たけのこ　ピーマン　みかんたまねぎ　にんじん　たけのこ　ピーマン　みかん でんぷん　さとう　あぶらでんぷん　さとう　あぶらでんぷん　さとう　あぶらでんぷん　さとう　あぶら

水 ひじきと切干しだいこんの煮物 ひじき　あぶらあげ　しらすぼし　ひじき　あぶらあげ　しらすぼし　ひじき　あぶらあげ　しらすぼし　ひじき　あぶらあげ　しらすぼし　 きりぼしだいこん　こまつな　にんじんきりぼしだいこん　こまつな　にんじんきりぼしだいこん　こまつな　にんじんきりぼしだいこん　こまつな　にんじん ごま　さとう　ごまあぶら　ごま　さとう　ごまあぶら　ごま　さとう　ごまあぶら　ごま　さとう　ごまあぶら　

28 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

野菜の南蛮煮 とりにく　なまあげ　みそとりにく　なまあげ　みそとりにく　なまあげ　みそとりにく　なまあげ　みそ たまねぎ　にんじん　ごぼう　グリンピースたまねぎ　にんじん　ごぼう　グリンピースたまねぎ　にんじん　ごぼう　グリンピースたまねぎ　にんじん　ごぼう　グリンピース じゃがいも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらじゃがいも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらじゃがいも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらじゃがいも　こんにゃく　さとう　ごまあぶら

火 海藻とツナのサラダ かいそう（わかめなど）　まぐろあぶらづけかいそう（わかめなど）　まぐろあぶらづけかいそう（わかめなど）　まぐろあぶらづけかいそう（わかめなど）　まぐろあぶらづけ キャベツ　にんじん　とうもろこしキャベツ　にんじん　とうもろこしキャベツ　にんじん　とうもろこしキャベツ　にんじん　とうもろこし ごま　さとう　ごまあぶらごま　さとう　ごまあぶらごま　さとう　ごまあぶらごま　さとう　ごまあぶら

27 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

ポークカレー ぶたにく　ぎゅうにゅうぶたにく　ぎゅうにゅうぶたにく　ぎゅうにゅうぶたにく　ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん　グリンピース　にんにく　りんごたまねぎ　にんじん　グリンピース　にんにく　りんごたまねぎ　にんじん　グリンピース　にんにく　りんごたまねぎ　にんじん　グリンピース　にんにく　りんご じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

月 コーンポタージュ　ケチャップソース ベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅう にんじん　はくさい　たまねぎ　とうもろこし　パセリ　にんじん　はくさい　たまねぎ　とうもろこし　パセリ　にんじん　はくさい　たまねぎ　とうもろこし　パセリ　にんじん　はくさい　たまねぎ　とうもろこし　パセリ　 じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

26 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

かぼちゃ入りスペイン風オムレツ　ブロッコリーの塩茹で たまご　とりにくたまご　とりにくたまご　とりにくたまご　とりにく かぼちゃ　ブロッコリーかぼちゃ　ブロッコリーかぼちゃ　ブロッコリーかぼちゃ　ブロッコリー あぶらあぶらあぶらあぶら

金 かぶと白菜のシチュー　オレンジ ベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅうベーコン　ぎゅうにゅう たまねぎ　かぶ　にんじん　はくさい　ブロッコリー　エリンギ　オレンジたまねぎ　かぶ　にんじん　はくさい　ブロッコリー　エリンギ　オレンジたまねぎ　かぶ　にんじん　はくさい　ブロッコリー　エリンギ　オレンジたまねぎ　かぶ　にんじん　はくさい　ブロッコリー　エリンギ　オレンジ オリーブあぶら　オリーブあぶら　オリーブあぶら　オリーブあぶら　

25 アップルパン　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう りんごりんごりんごりんご こむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめこ

チリビーンズ ぶたにく　だいずぶたにく　だいずぶたにく　だいずぶたにく　だいず たまねぎ　にんじん　パセリ　にんにくたまねぎ　にんじん　パセリ　にんにくたまねぎ　にんじん　パセリ　にんにくたまねぎ　にんじん　パセリ　にんにく さとう　オリーブあぶら　でんぷんさとう　オリーブあぶら　でんぷんさとう　オリーブあぶら　でんぷんさとう　オリーブあぶら　でんぷん

22 パン　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめこ

ししゃもししゃもししゃもししゃも パンこ　こむぎこ　あぶらパンこ　こむぎこ　あぶらパンこ　こむぎこ　あぶらパンこ　こむぎこ　あぶら

でんぷん　あぶら　さとう　ごまでんぷん　あぶら　さとう　ごまでんぷん　あぶら　さとう　ごまでんぷん　あぶら　さとう　ごま

749 29.4

874

742 29.0木 豚肉と大根の煮物 ぶたにく　あぶらあげ　ひらてん　ぶたにく　あぶらあげ　ひらてん　ぶたにく　あぶらあげ　ひらてん　ぶたにく　あぶらあげ　ひらてん　 だいこん　にんじん　　ほししいたけ　さやいんげんだいこん　にんじん　　ほししいたけ　さやいんげんだいこん　にんじん　　ほししいたけ　さやいんげんだいこん　にんじん　　ほししいたけ　さやいんげん さといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶら

30.2

637 25.9

19 ごはん　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こめ　こめ　こめ　こめ　

水 さばのみそ煮 さばのみそにさばのみそにさばのみそにさばのみそに

21 麦ごはん　しそかつおふりかけ　牛乳 ふりかけ　ぎゅうにゅう　ふりかけ　ぎゅうにゅう　ふりかけ　ぎゅうにゅう　ふりかけ　ぎゅうにゅう　 こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

ししゃもフライ

果物筑前煮 とりにく　ちくわとりにく　ちくわとりにく　ちくわとりにく　ちくわ ごぼう　にんじん　れんこん　ほししいたけ　たけのこ　さやいんげんごぼう　にんじん　れんこん　ほししいたけ　たけのこ　さやいんげんごぼう　にんじん　れんこん　ほししいたけ　たけのこ　さやいんげんごぼう　にんじん　れんこん　ほししいたけ　たけのこ　さやいんげん さといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶら

火 みそ汁　栗のムース とうふ　あぶらあげ　わかめ　みそとうふ　あぶらあげ　わかめ　みそとうふ　あぶらあげ　わかめ　みそとうふ　あぶらあげ　わかめ　みそ たまねぎ　にんじん　だいこん　ねぎたまねぎ　にんじん　だいこん　ねぎたまねぎ　にんじん　だいこん　ねぎたまねぎ　にんじん　だいこん　ねぎ くりのムースくりのムースくりのムースくりのムース

20 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

緑黄色野菜チキンチキンれんこん とりにくとりにくとりにくとりにく れんこん　グリンピースれんこん　グリンピースれんこん　グリンピースれんこん　グリンピース

月 アロエとフルーツのヨーグルト和え ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト みかん　おうとう　パインアップル　アロエみかん　おうとう　パインアップル　アロエみかん　おうとう　パインアップル　アロエみかん　おうとう　パインアップル　アロエ ゼリーゼリーゼリーゼリー

702 29.5

880 35.0

15 黒糖パン　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ　くろざとうこむぎこ　こめこ　くろざとうこむぎこ　こめこ　くろざとうこむぎこ　こめこ　くろざとう

海藻野菜の卵とじ とりにく　たまごとりにく　たまごとりにく　たまごとりにく　たまご たまねぎ　にんじん　グリンピース　とうもろこしたまねぎ　にんじん　グリンピース　とうもろこしたまねぎ　にんじん　グリンピース　とうもろこしたまねぎ　にんじん　グリンピース　とうもろこし じゃがいも　さとう　バターじゃがいも　さとう　バターじゃがいも　さとう　バターじゃがいも　さとう　バター

709 28.7

金 はなっこりーのソテー ベーコン　ベーコン　ベーコン　ベーコン　 はなっこりー　にんじん　もやし　キャベツはなっこりー　にんじん　もやし　キャベツはなっこりー　にんじん　もやし　キャベツはなっこりー　にんじん　もやし　キャベツ あぶら　あぶら　あぶら　あぶら　

18 パン　いちごジャム　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ　いちごジャムこむぎこ　こめこ　いちごジャムこむぎこ　こめこ　いちごジャムこむぎこ　こめこ　いちごジャム

果物チキンビーンズ とりにく　だいずとりにく　だいずとりにく　だいずとりにく　だいず にんじん　たまねぎ　さやいんげんにんじん　たまねぎ　さやいんげんにんじん　たまねぎ　さやいんげんにんじん　たまねぎ　さやいんげん じゃがいも　さとうじゃがいも　さとうじゃがいも　さとうじゃがいも　さとう

893 36.4

けんちょう とりにく　とうふ　あぶらあげとりにく　とうふ　あぶらあげとりにく　とうふ　あぶらあげとりにく　とうふ　あぶらあげ だいこん　にんじん　ねぎ　ほししいたけだいこん　にんじん　ねぎ　ほししいたけだいこん　にんじん　ねぎ　ほししいたけだいこん　にんじん　ねぎ　ほししいたけ さといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶらさといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶら

625 25.0

739

木 あじぎょうざ（２個） あじ　たら　みそあじ　たら　みそあじ　たら　みそあじ　たら　みそ キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが　キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが　キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが　キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが　 パンこ　こむぎこ　パンこ　こむぎこ　パンこ　こむぎこ　パンこ　こむぎこ　

28.7

631 24.2

738 27.1

ぶたにく　ぶたにく　ぶたにく　ぶたにく　 にんじん　たまねぎ　キャベツ　にんじん　たまねぎ　キャベツ　にんじん　たまねぎ　キャベツ　にんじん　たまねぎ　キャベツ　 はるさめ　こむぎこ　あぶら　はるさめ　こむぎこ　あぶら　はるさめ　こむぎこ　あぶら　はるさめ　こむぎこ　あぶら　

13 ごはん　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こめ　こめ　こめ　こめ　

種実
（ごま、アー
モンド等）

かやくうどん とりにく　あぶらあげ　はもてんぷらとりにく　あぶらあげ　はもてんぷらとりにく　あぶらあげ　はもてんぷらとりにく　あぶらあげ　はもてんぷら たまねぎ　にんじん　ねぎ　ほししいたけたまねぎ　にんじん　ねぎ　ほししいたけたまねぎ　にんじん　ねぎ　ほししいたけたまねぎ　にんじん　ねぎ　ほししいたけ うどん　さとううどん　さとううどん　さとううどん　さとう

水 ひじきの五目煮 ひじき　だいず　しらすぼしひじき　だいず　しらすぼしひじき　だいず　しらすぼしひじき　だいず　しらすぼし こまつな　にんじん　れんこんこまつな　にんじん　れんこんこまつな　にんじん　れんこんこまつな　にんじん　れんこん さとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶら

14 ごはん（減量）　味付けのり　牛乳　 のり　ぎゅうにゅうのり　ぎゅうにゅうのり　ぎゅうにゅうのり　ぎゅうにゅう こめ　こめ　こめ　こめ　

乳製品

海藻中華丼 ぶたにく　うずらたまご　いか　ぶたにく　うずらたまご　いか　ぶたにく　うずらたまご　いか　ぶたにく　うずらたまご　いか　 キャベツ　たまねぎ　もやし　にんじん　しょうが　たけのこ　ねぎキャベツ　たまねぎ　もやし　にんじん　しょうが　たけのこ　ねぎキャベツ　たまねぎ　もやし　にんじん　しょうが　たけのこ　ねぎキャベツ　たまねぎ　もやし　にんじん　しょうが　たけのこ　ねぎ さとう　でんぷん　ごまあぶらさとう　でんぷん　ごまあぶらさとう　でんぷん　ごまあぶらさとう　でんぷん　ごまあぶら

805 31.8

月 ミートボールスープ　山口りんごゼリー とりにく　ぶたにく　とりにく　ぶたにく　とりにく　ぶたにく　とりにく　ぶたにく　 たまねぎ　にんじん　だいこん　ほうれんそう　チンゲンサイたまねぎ　にんじん　だいこん　ほうれんそう　チンゲンサイたまねぎ　にんじん　だいこん　ほうれんそう　チンゲンサイたまねぎ　にんじん　だいこん　ほうれんそう　チンゲンサイ パンこ　ゼリーパンこ　ゼリーパンこ　ゼリーパンこ　ゼリー

12 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

豆・豆製品ウインナーのケチャップソースがけ ポークウインナーポークウインナーポークウインナーポークウインナー さとうさとうさとうさとう

火 春巻

金 かぼちゃと豆のポタージュ ベーコン　レンズまめ　ぎゅうにゅうベーコン　レンズまめ　ぎゅうにゅうベーコン　レンズまめ　ぎゅうにゅうベーコン　レンズまめ　ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ　かぼちゃ　カリフラワー　パセリ　とうもろこしにんじん　たまねぎ　かぼちゃ　カリフラワー　パセリ　とうもろこしにんじん　たまねぎ　かぼちゃ　カリフラワー　パセリ　とうもろこしにんじん　たまねぎ　かぼちゃ　カリフラワー　パセリ　とうもろこし むぎ　スペルトこむぎ　むぎ　スペルトこむぎ　むぎ　スペルトこむぎ　むぎ　スペルトこむぎ　

11 パン　スライスチーズ　牛乳　　　　　　 チーズ　ぎゅうにゅうチーズ　ぎゅうにゅうチーズ　ぎゅうにゅうチーズ　ぎゅうにゅう こむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめこ

魚バジルスパゲッティ ぶたにくぶたにくぶたにくぶたにく たまねぎ　にんじん　キャベツ　エリンギ　にんにく　バジルたまねぎ　にんじん　キャベツ　エリンギ　にんにく　バジルたまねぎ　にんじん　キャベツ　エリンギ　にんにく　バジルたまねぎ　にんじん　キャベツ　エリンギ　にんにく　バジル スパゲッティ　オリーブあぶらスパゲッティ　オリーブあぶらスパゲッティ　オリーブあぶらスパゲッティ　オリーブあぶら

638 24.1

766

木 山口いっぱいみそ汁　みかん とりにく　あぶらあげ　みそとりにく　あぶらあげ　みそとりにく　あぶらあげ　みそとりにく　あぶらあげ　みそ もやし　だいこん　にんじん　ねぎ　みかん　もやし　だいこん　にんじん　ねぎ　みかん　もやし　だいこん　にんじん　ねぎ　みかん　もやし　だいこん　にんじん　ねぎ　みかん　 さつまいも　こんにゃく　さつまいも　こんにゃく　さつまいも　こんにゃく　さつまいも　こんにゃく　

8 小レーズンパン　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう ほしぶどうほしぶどうほしぶどうほしぶどう こむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめここむぎこ　こめこ

卵いかと野菜の炒め煮 いか　はもてんぷらいか　はもてんぷらいか　はもてんぷらいか　はもてんぷら こまつな　れんこん　にんじん　にんにくこまつな　れんこん　にんじん　にんにくこまつな　れんこん　にんじん　にんにくこまつな　れんこん　にんじん　にんにく さとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶらさとう　ごまあぶら

756

えび団子汁　キウイフルーツ えびだんご　あぶらあげ　わかめえびだんご　あぶらあげ　わかめえびだんご　あぶらあげ　わかめえびだんご　あぶらあげ　わかめ だいこん　はくさい　にんじん　たまねぎ　キウイフルーツだいこん　はくさい　にんじん　たまねぎ　キウイフルーツだいこん　はくさい　にんじん　たまねぎ　キウイフルーツだいこん　はくさい　にんじん　たまねぎ　キウイフルーツ

7 ごはん　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こめ　こめ　こめ　こめ　

いも類カレーそぼろ ぶたにく　たまご　だいずぶたにく　たまご　だいずぶたにく　たまご　だいずぶたにく　たまご　だいず たまねぎ　にんじん　きくらげ　ねぎ　しょうがたまねぎ　にんじん　きくらげ　ねぎ　しょうがたまねぎ　にんじん　きくらげ　ねぎ　しょうがたまねぎ　にんじん　きくらげ　ねぎ　しょうが さとう　オリーブあぶらさとう　オリーブあぶらさとう　オリーブあぶらさとう　オリーブあぶら

火 切干しだいこんの甘酢炒め あぶらあげ　しらすぼしあぶらあげ　しらすぼしあぶらあげ　しらすぼしあぶらあげ　しらすぼし きりぼしだいこん　にんじん　キャベツ　ほうれんそうきりぼしだいこん　にんじん　キャベツ　ほうれんそうきりぼしだいこん　にんじん　キャベツ　ほうれんそうきりぼしだいこん　にんじん　キャベツ　ほうれんそう ごま　さとうごま　さとうごま　さとうごま　さとう

6 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

卵鶏じゃが とりにく　ちくわとりにく　ちくわとりにく　ちくわとりにく　ちくわ たまねぎ　にんじん　グリンピースたまねぎ　にんじん　グリンピースたまねぎ　にんじん　グリンピースたまねぎ　にんじん　グリンピース じゃがいも　こんにゃく　さとうじゃがいも　こんにゃく　さとうじゃがいも　こんにゃく　さとうじゃがいも　こんにゃく　さとう

637 24.8

763

水

かみかみソテー チキンハム　するめチキンハム　するめチキンハム　するめチキンハム　するめ れんこん　キャベツ　にんじん　えだまめれんこん　キャベツ　にんじん　えだまめれんこん　キャベツ　にんじん　えだまめれんこん　キャベツ　にんじん　えだまめ アーモンド　オリーブあぶら　さとうアーモンド　オリーブあぶら　さとうアーモンド　オリーブあぶら　さとうアーモンド　オリーブあぶら　さとう

5 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎこめ　むぎ

1 パン　りんごジャム　牛乳 ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ　りんごジャムこむぎこ　こめこ　りんごジャムこむぎこ　こめこ　りんごジャムこむぎこ　こめこ　りんごジャム

令和元年11月分　学校給食献立表 （Bブロック：福川南小・和田小・和田中・富田中・福川中）　　 　　       新南陽学校給食センター

日
(曜） 献　立　名

主　　　　　な　　　　　材　　　　　料主　　　　　な　　　　　材　　　　　料主　　　　　な　　　　　材　　　　　料主　　　　　な　　　　　材　　　　　料
ご家庭でご家庭でご家庭でご家庭で
とってほしいとってほしいとってほしいとってほしい
食品食品食品食品

赤 緑 黄

きのこカレー炒り豆腐 ぶたにく　たまご　とうふぶたにく　たまご　とうふぶたにく　たまご　とうふぶたにく　たまご　とうふ たまねぎ　にんじん　とうもろこし　グリンピースたまねぎ　にんじん　とうもろこし　グリンピースたまねぎ　にんじん　とうもろこし　グリンピースたまねぎ　にんじん　とうもろこし　グリンピース さとうさとうさとうさとう

867 41.9

主に体をつくるもとになる 主に体の調子を整えるもとになる 主にエネルギーのもとになる

金

「けんちょう」は、中国料理の
「捲煎（ケン・チェン）」が日本に
伝わり、豆腐料理の「けんちん」
になり、さらに山口県で「けんちょ
う」になまったと言われています。
けんちょうには、「大根と豆腐
だけのもの」と「いろいろな実を
入れたもの」の２通りがあります。
給食は、いろいろな実を入れた
けんちょうです。

【【【【 けんちょうけんちょうけんちょうけんちょう 】】】】 材料（４材料（４材料（４材料（４～５人～５人～５人～５人分）分）分）分）

・・・・ 豆腐豆腐豆腐豆腐 １１１１丁丁丁丁
・・・・ 大根大根大根大根 ６００ｇ６００ｇ６００ｇ６００ｇ
・・・・ しょうゆしょうゆしょうゆしょうゆ 大さじ７～８大さじ７～８大さじ７～８大さじ７～８
・・・・ 油油油油 大さじ２大さじ２大さじ２大さじ２
・・・・ （砂糖）（砂糖）（砂糖）（砂糖）

◎◎◎◎ 作り方作り方作り方作り方
①①①① 豆腐は水気をきって、くずしておく。豆腐は水気をきって、くずしておく。豆腐は水気をきって、くずしておく。豆腐は水気をきって、くずしておく。
②②②② 大根はいちょう切りにする。大根はいちょう切りにする。大根はいちょう切りにする。大根はいちょう切りにする。
③③③③ 豆腐と大根を炒め、しょうゆを入れて豆腐と大根を炒め、しょうゆを入れて豆腐と大根を炒め、しょうゆを入れて豆腐と大根を炒め、しょうゆを入れて
煮る。煮る。煮る。煮る。
※※※※焦げつくようなら水を加える。焦げつくようなら水を加える。焦げつくようなら水を加える。焦げつくようなら水を加える。

山口県の小中学校の学校給食では、「山口県の小中学校の学校給食では、「山口県の小中学校の学校給食では、「山口県の小中学校の学校給食では、「山口県山口県山口県山口県

の郷土料理を味わい、関心を深めるの郷土料理を味わい、関心を深めるの郷土料理を味わい、関心を深めるの郷土料理を味わい、関心を深める」ことを目」ことを目」ことを目」ことを目

的として、毎年的として、毎年的として、毎年的として、毎年11111111月に「やまぐち郷土料理の月に「やまぐち郷土料理の月に「やまぐち郷土料理の月に「やまぐち郷土料理の

日」を実施しています。日」を実施しています。日」を実施しています。日」を実施しています。

当センターでは、１３日（水）の給食に「け当センターでは、１３日（水）の給食に「け当センターでは、１３日（水）の給食に「け当センターでは、１３日（水）の給食に「け

んちょう」をとり入れています。「けんちょんちょう」をとり入れています。「けんちょんちょう」をとり入れています。「けんちょんちょう」をとり入れています。「けんちょ

う」は、山口県内すべての地域で食べられていう」は、山口県内すべての地域で食べられていう」は、山口県内すべての地域で食べられていう」は、山口県内すべての地域で食べられてい

る郷土料理です。る郷土料理です。る郷土料理です。る郷土料理です。

今後、山口県だけでなく、他県の郷土料理も今後、山口県だけでなく、他県の郷土料理も今後、山口県だけでなく、他県の郷土料理も今後、山口県だけでなく、他県の郷土料理も

取り入れ、いろいろな地域への理解や食文化の取り入れ、いろいろな地域への理解や食文化の取り入れ、いろいろな地域への理解や食文化の取り入れ、いろいろな地域への理解や食文化の

継承に取り組んでいきます。継承に取り組んでいきます。継承に取り組んでいきます。継承に取り組んでいきます。

やまぐち郷土料理の日

※献立は都合により変更となることがあります。 ☆魚のほねに気を付けて食べましょう。

☆食物アレルギーのある方に対応する

ため、詳細な献立表や原材料配合表

を提供しています。ご希望の方は学

校にお申し出ください。

☆給食の約束・・・「はし」は毎日持って

きましょう。スプーンははしで食べにく

い時に使いましょう。

《 地場産給食の日》

《 地場産給食の日》

《 地場産給食の日》

《 地場産給食の日》

レシピ：「防長味の春夏秋冬」

貞永 美紗子より引用

11111111月から、御家庭へ配付する献立月から、御家庭へ配付する献立月から、御家庭へ配付する献立月から、御家庭へ配付する献立

表の様式が変わりました。表の様式が変わりました。表の様式が変わりました。表の様式が変わりました。

献立名は、漢字表記になりました。献立名は、漢字表記になりました。献立名は、漢字表記になりました。献立名は、漢字表記になりました。

御家庭で、お子さんと一緒にご覧く御家庭で、お子さんと一緒にご覧く御家庭で、お子さんと一緒にご覧く御家庭で、お子さんと一緒にご覧く

ださい。ださい。ださい。ださい。

《 イタリア料理 》

そぼろごはんに

しよう！

《 地場産給食の日》

《 やまぐち郷土料理の日》

ウインナーとチーズをパン

にはさんで食べよう


