
ごはん　魚ふりかけ　牛乳　　　　　　

いとこ煮

卵

乳製品

海藻

24.1

26.1

28.3

34.9

魚介類

乳製品

小魚

卵

いも

海藻

果物

種実
（ごま、アー
モンド等）

海藻

小魚

26.6

31.0

23.0

26.4

32.1

26.6

26.3

26.8

30.1

麦ごはん　牛乳

山口いっぱいスープ

白玉雑煮

小丸パン　牛乳

小きなこ揚げパン　牛乳

令和２年１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）　　　　　 　 周南市立新南陽学校給食センター

15 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

さんまの塩焼き　 さんま

水 五目汁　みかん ぶたにく　あぶらあげ にんじん　だいこん　もやし　ごぼう　ねぎ　みかん さといも　こんにゃく

じゃがいも　こんにゃく　さとうたまねぎ　にんじん　グリンピースとりにく　ちくわ　なまあげうま煮

切干しだいこんのソース炒め

ミートボールと春雨のスープ

パン　いちごジャム　牛乳　

657

700

658

700

713

きりぼしだいこん　たまねぎ　にんじん　ねぎ

キャベツ　たまねぎ　にんじん　さやいんげん

とりにく　はもつみれ　あぶらあげ　とうふ　みそ

ふりかけ　ぎゅうにゅう　

あずき

のり　ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　パセリ

さかなソーセージ

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

こむぎこ　こめこぎゅうにゅう

麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

10

金 とりにく　ぎゅうにゅう

りんご

ブロッコリー　たまねぎ　にんじん　しめじ　しろねぎ　にんにく　パセリ　　　

たまねぎ　にんじん　キャベツ　ねぎ　みかん

にんじん　ごぼう　ほししいたけ　グリンピース

9

木
さば　みそ ゆず　だいこん　にんじん　れんこん

チキンてりやきパティ　チーズ

じゃがいも　ゼリー　　

665

657

658

590

606

623

674

683

じゃがいも

たんぱく質
ｇ

ご家庭で
とってほしい
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　ぶたにく

卵

乳製品

ひろしまなぎゅうにゅう

にんじん　はくさい　ほししいたけ　ほうれんそう しらたまだんごとりにく　あぶらあげ　かまぼこ

631

706

747

23.8

28.9

32.9

24.2

エネルギー
kcal

日
(曜） 献　立　名

主　　　　　な　　　　　材　　　　　料

火

キャベツ　とうもろこし　にんじん

ぎゅうにゅう

ごま　さとう　ごまあぶらかいそう（わかめなど）　しらすぼし

さばのゆずみそ煮　炒めなます ごま　さとう　

チキン照焼きパティ　スライスチーズ

こめ　むぎ

たまねぎ　にんじん　しめじ　カリフラワー　グリンピースクリームシチュー　りんごゼリー

アーモンドソテー

麦ごはん　牛乳

8

水

菜めし　牛乳

海藻とじゃこのサラダ

アーモンド

こめ　

海藻

木 ぶたにく　ちくわ

17
魚ソーセージと野菜のオイスター炒め たまねぎ　にんじん　しめじ　ブロッコリー　キャベツ　しょうが さとう　ごまあぶら　でんぷん

金

16
高野豆腐の卵とじ こうやどうふ　とりにく　たまご　かまぼこ たまねぎ　にんじん　ほししいたけ　グリンピース さとう

きなこ　ぎゅうにゅう　

こめ　むぎ

さとう　ごまあぶら

こむぎこ　こめこ　さとう

でんぷん　はるさめ

ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　はくさい　ねぎ

14
ポークカレー ぶたにく　ぎゅうにゅう

火 だいこん　はくさい　にんじん　ほうれんそう

あぶら

月

21
いりたまご　しらすぼし たかな　キャベツ　にんじん　きくらげ　

20
オムレツ　はなっこリーとれんこんのソテー たまご　ポークハム はなっこりー　れんこん　にんじん　キャベツ

ごまあぶら　ごま　さとう　

こむぎこ　こめこ　いちごジャム

こめ　

パンこ　でんぷん　あぶら

とりにく　わかめ

ぎゅうにゅう

にんじん　はくさい　だいこん　もやし　こまつな

ごはん　牛乳

高菜ごはんの具　

チキンカツ　鱧
はも

つみれのみそ汁

水

23
かやくうどん とりにく　あぶらあげ　はもいりてんぷら たまねぎ　にんじん　ねぎ　ほししいたけ うどん　さとう

22
けんちょう とりにく　とうふ　あぶらあげ　 だいこん　にんじん　ほししいたけ　ねぎ さといも　こんにゃく　さとう　ごまあぶら

こめ　

しらたまだんご　さとう

こめ　ごはん（減量）　味付けのり　牛乳

金

木 あぶら

24 こむぎこ　こめこ　くろざとう

ミートボールのケチャップ煮 とりにく　ぶたにく　だいず　

黒糖パン　牛乳

みかん　あまなつみかん　ぽんかん　ナタデココ

こいわしてんぷら

ぎゅうにゅう

パンこ　じゃがいも　さとう

ヨーグルト山口みかんのヨーグルト和え

小いわしの天ぷら

月

28
カラフル野菜のみそカレーいため ぶたにく　みそ にんじん　しめじ　たまねぎ　れんこん　ピーマン　しょうが あぶら　さとう　でんぷん

27
ウインナーのケチャップソースがけ　　 ポークウインナー さとう

ぎゅうにゅう

火

こむぎこ　こめこ

ふわふわ卵スープ　みかん

ぎゅうにゅう

さけ　ぎゅうにゅう

ベーコン　たまご

麦ごはん　牛乳

アップルパン　牛乳

ブロッコリーの塩ゆで　ロヒケイット じゃがいも

こめ　むぎ

パンこ

揚げぎょうざ（2個） ぶたにく　とりにく キャベツ　たまねぎ　ねぎ　にら　しょうが こむぎこ

木

29
大平
おおひら

とりにく　かまぼこ にんじん　だいこん　れんこん　ほししいたけ　ねぎ さといも　こんにゃく　さとう　

つしま　アーモンド

麦ごはん　牛乳

八宝菜

わかめごはん　牛乳 わかめ　ぎゅうにゅう　

とうふ

ぎゅうにゅう

ぶたにく　うずらたまご　いか

こめ　

こんにゃく　さとう　アーモンド　

こめ　むぎ

さとう　でんぷん　ごまあぶらしょうが　もやし　キャベツ　たまねぎ　にんじん　ほししいたけ　たけのこ　さやいんげん　

豆・豆製品

金 たまねぎ　にんじん　キャベツ　さやいんげん

664
31

カレー炒り豆腐 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 さとう

パン　ソフトチーズ　牛乳

ツナと野菜のソテー まぐろあぶらづけ

ぎゅうにゅう　チーズ　 こむぎこ　こめこ　

水

30

全国学校給食週間【1月24日から30日】

チキン照焼きパティと

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。

《 フィンランド料理 》

《 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》

日本の学校給食の歴史は、明治22年

（1889年）に山形県にある小学校で、

貧しい子どもたちへ昼食を無料で提供

したのが始まりとされています。

その後、各地で給食が実施されるよ

うになりますが、戦争等の影響で中断

されてしまいました。

そして、戦後、支援物資による給食

再開を記念して設けられたのが、１月

24日～30日の「全国学校給食週間」で、

学校給食の意義や役割について理解を深め、関心を高める

ことを目的としています。この期間中には、山口県の郷土料

理を主に取り入れています。

明治２２年の給食

「おにぎり、塩鮭、漬物」

いとこ煮

【作り方】
① あずきを一度茹でこぼし、再び水を入れて加熱し、

皮を破らないように柔らかく煮る。煮えたら汁をすて、

ざるにあげる。

② Ａを煮て、小豆をつける。

③ 白玉粉で団子を作り、茹でる。

④ だし昆布と干し椎茸でだしを取り、塩としょうゆでうす

く味を付ける。

⑤ かまぼこと干し椎茸は角切りにし、④に入れて煮る。

⑥ さらに、あずきと③の団子を入れて少し煮る。

２８日（火） 野菜メニューコンクール給食賞受賞
「カラフル野菜のみそカレーいため」が登場！

周南市健康づくり推進課が募集した野菜メニューコ
ンクールで入賞した秋月小５年谷本葵さんのレシピを
アレンジして給食に取り入れます。
なお、レシピは、周南市のホームページに掲載され
ておりますので、ご覧ください。

《野菜メニューコンクール給食賞》

２２日（水）の給食には、山口県でよく作られている「あ

ずきと白玉団子を使ういとこ煮」を取り入れています。

萩地方では「昆布でとっただし汁にあずきと白玉団子、

干し椎茸、かまぼこなどを入れるいとこ煮」が多く作られ

ており、今回はそのレシピを紹介します。

レシピ：「防長味の春夏秋冬」貞永 美紗子より引用

【材料（４～６人分）】
・あずき ７０ｇ

砂糖 ８０ｇ

水 ５０ｃｃ

・白玉粉 ３０ｇ

食紅 少量（祝儀の時）

水 少量

いとこ煮（萩風）を作ってみよう！

・かまぼこ １/４枚

・塩 少量

・しょうゆ 少量

・だし昆布 １０ｃｍ

・干し椎茸 小１/２枚

・だし ７０～１００ｃｃ

なぜ「いとこ煮」というの？
いとこ煮の名前の由来は、材料を順番に「おいおい

（追々）」入れて煮ることから、「おいおい」＝「甥と甥」で「従

兄弟煮」とする説、１２月８日と２月８日の事八日に食べる

「お事汁」から転じたとする説など、いろいろあります。

Ａ｛

｛

山口県の郷土料理を知ろう！

《山口県郷土料理 》

《山口県郷土料理 》

《 地場産給食の日 》

高菜ごはんに

しよう



ごはん　魚ふりかけ　牛乳　　　　　　

いとこ煮

28.1

700 32.1

836 38.1

747 32.9

35.6

29.8

623 24.1

740 28.0

625 26.5

30.7

606 26.4

738 31.3

664 34.9

42.9

590 23.0

738 28.0

657 26.6

エネルギー
（kcal）
小学校

たんぱく質
（ｇ）
小学校

中学校 中学校

706 28.9

金 ブロッコリーの塩ゆで　ロヒケイット さけ　ぎゅうにゅう ブロッコリー　たまねぎ　にんじん　しめじ　しろねぎ　にんにく　パセリ　　　 じゃがいも

小魚ウインナーのケチャップソースがけ　　 ポークウインナー さとう

658 30.1

807

かつおぶし　あぶらあげ　しらすぼし きりぼしだいこん　にんじん　こまつな　 さとう　ごまあぶら

31 アップルパン　牛乳 ぎゅうにゅう りんご こむぎこ　こめこ

種実
（ごま、アー
モンド等）

豚じゃが ぶたにく　ちくわ　 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　

747 30.9

水 ふわふわ卵スープ　みかん ベーコン　たまご たまねぎ　にんじん　キャベツ　ねぎ　みかん パンこ

30 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

魚介類カラフル野菜のみそカレーいため ぶたにく　みそ にんじん　しめじ　たまねぎ　れんこん　ピーマン　しょうが あぶら　さとう　でんぷん

木 切干しだいこんのおかか煮

火 つしま　アーモンド とうふ にんじん　ごぼう　ほししいたけ　グリンピース こんにゃく　さとう　アーモンド　

29 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

卵大平
おおひら

とりにく　かまぼこ にんじん　だいこん　れんこん　ほししいたけ　ねぎ さといも　こんにゃく　さとう　

674 26.1

784

月 ツナと野菜のソテー まぐろあぶらづけ たまねぎ　にんじん　キャベツ　さやいんげん

28 わかめごはん　牛乳 わかめ　ぎゅうにゅう　 こめ　

海藻カレー炒り豆腐 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 さとう

847

金 山口いっぱいスープ とりにく　わかめ にんじん　はくさい　だいこん　もやし　こまつな

27 パン　ソフトチーズ　牛乳 ぎゅうにゅう　チーズ　 こむぎこ　こめこ　

木 あずき しらたまだんご　さとう

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

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

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　はもいりてんぷら たまねぎ　にんじん　ねぎ　ほししいたけ うどん　さとう

787 30.2

いもオムレツ　はなっこリーとれんこんのソテー たまご　ポークハム はなっこりー　れんこん　にんじん　キャベツ あぶら

果物

713 26.6

847

657 26.3ごはん（減量）　味付けのり　牛乳

小いわしの天ぷら

22 のり　ぎゅうにゅう こめ　

水 こいわしてんぷら あぶら

23 ふりかけ　ぎゅうにゅう　 こめ　

ミートボールのケチャップ煮 とりにく　ぶたにく　だいず　 にんじん　たまねぎ　パセリ パンこ　じゃがいも　さとう

700 26.8

891

火 切干しだいこんのソース炒め ぶたにく　ちくわ きりぼしだいこん　たまねぎ　にんじん　ねぎ さとう　ごまあぶら

32.9

658 31.0

792 36.4

とりにく　ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん　しめじ　カリフラワー　グリンピース じゃがいも　ゼリー　　

20 黒糖パン　牛乳 ぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ　くろざとう

小魚高野豆腐の卵とじ こうやどうふ　とりにく　たまご　かまぼこ たまねぎ　にんじん　ほししいたけ　グリンピース さとう

月 山口みかんのヨーグルト和え ヨーグルト みかん　あまなつみかん　ぽんかん　ナタデココ

21 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

海藻

海藻チキン照焼きパティ　スライスチーズ チキンてりやきパティ　チーズ

849 36.3

木
チキンカツ　鱧

はも

つみれのみそ汁 とりにく　はもつみれ　あぶらあげ　とうふ　みそ だいこん　はくさい　にんじん　ほうれんそう パンこ　でんぷん　あぶら

17 小丸パン　牛乳 ぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ

海藻高菜ごはんの具　 いりたまご　しらすぼし たかな　キャベツ　にんじん　きくらげ　 ごまあぶら　ごま　さとう　

金 クリームシチュー　りんごゼリー

水 アーモンドソテー キャベツ　たまねぎ　にんじん　さやいんげん アーモンド

16 ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　

豆・豆製品ポークカレー 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 じゃがいも

665 24.2

803

火 五目汁　みかん ぶたにく　あぶらあげ にんじん　だいこん　もやし　ごぼう　ねぎ　みかん さといも　こんにゃく

15 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

乳製品さんまの塩焼き　 さんま

753 29.3

金 ミートボールと春雨のスープ とりにく　ぶたにく たまねぎ　にんじん　はくさい　ねぎ でんぷん　はるさめ

14 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

卵魚ソーセージと野菜のオイスター炒め さかなソーセージ たまねぎ　にんじん　しめじ　ブロッコリー　キャベツ　しょうが さとう　ごまあぶら　でんぷん

木 海藻とじゃこのサラダ かいそう（わかめなど）　しらすぼし キャベツ　とうもろこし　にんじん ごま　さとう　ごまあぶら

10 小きなこ揚げパン　牛乳 きなこ　ぎゅうにゅう　 こむぎこ　こめこ　さとう

卵うま煮 とりにく　ちくわ　なまあげ 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

631 23.8

748 27.2

白玉雑煮 とりにく　あぶらあげ　かまぼこ にんじん　はくさい　ほししいたけ　ほうれんそう しらたまだんご

9 菜めし　牛乳 ぎゅうにゅう ひろしまな こめ　

8 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

令和２年1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）　周南市立新南陽学校給食センター

日
(曜） 献　立　名

主　　　　　な　　　　　材　　　　　料
ご家庭で
とってほしい
食品

赤 緑 黄

乳製品さばのゆずみそ煮　炒めなます さば　みそ ゆず　だいこん　にんじん　れんこん ごま　さとう　

822 32.1
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全国学校給食週間【1月24日から30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。

日本の学校給食の歴史は、明治22年

（1889年）に山形県にある小学校で、

貧しい子どもたちへ昼食を無料で提供

したのが始まりとされています。

その後、各地で給食が実施されるよ

うになりますが、戦争等の影響で中断

されてしまいました。

そして、戦後、支援物資による給食

再開を記念して設けられたのが、１月

24日～30日の「全国学校給食週間」で、

学校給食の意義や役割について理解を深め、関心を高める

ことを目的としています。この期間中には、山口県の郷土料

理を主に取り入れています。

明治２２年の給食

「おにぎり、塩鮭、漬物」

いとこ煮

【作り方】
① あずきを一度茹でこぼし、再び水を入れて加熱し、

皮を破らないように柔らかく煮る。煮えたら汁をすて、

ざるにあげる。

② Ａを煮て、小豆をつける。

③ 白玉粉で団子を作り、茹でる。

④ だし昆布と干し椎茸でだしを取り、塩としょうゆでうす

く味を付ける。

⑤ かまぼこと干し椎茸は角切りにし、④に入れて煮る。

⑥ さらに、あずきと③の団子を入れて少し煮る。

２９日（水） 野菜メニューコンクール給食賞受賞
「カラフル野菜のみそカレーいため」が登場！

周南市健康づくり推進課が募集した野菜メニューコ
ンクールで入賞した秋月小５年谷本葵さんのレシピを
アレンジして給食に取り入れます。
なお、レシピは、周南市のホームページに掲載され
ておりますので、ご覧ください。

２３日（木）の給食には、山口県でよく作られている「あ

ずきと白玉団子を使ういとこ煮」を取り入れています。

萩地方では「昆布でとっただし汁にあずきと白玉団子、

干し椎茸、かまぼこなどを入れるいとこ煮」が多く作られ

ており、今回はそのレシピを紹介します。

レシピ：「防長味の春夏秋冬」貞永 美紗子より引用

【材料（４～６人分）】
・あずき ７０ｇ

砂糖 ８０ｇ

水 ５０ｃｃ

・白玉粉 ３０ｇ

食紅 少量（祝儀の時）

水 少量

いとこ煮（萩風）を作ってみよう！

・かまぼこ １/４枚

・塩 少量

・しょうゆ 少量

・だし昆布 １０ｃｍ

・干し椎茸 小１/２枚

・だし ７０～１００ｃｃ

なぜ「いとこ煮」というの？
いとこ煮の名前の由来は、材料を順番に「おいおい

（追々）」入れて煮ることから、「おいおい」＝「甥と甥」で「従

兄弟煮」とする説、１２月８日と２月８日の事八日に食べる

「お事汁」から転じたとする説など、いろいろあります。

Ａ｛

｛

山口県の郷土料理を知ろう！

チキン照焼きパティと

チーズをパンにはさ

んで食べよう

《 地場産給食の日 》

《 地場産給食の日》
高菜ごはんに

しよう

《 地場産給食の日》

《 山口県郷土料理 》

《 地場産給食の日 》

《 地場産給食の日 》

《 フィンランド料理 》

《野菜メニューコンクール給食賞》

《 山口県郷土料理 》


