
木 フルーツのヨーグルト和え ヨーグルト　 みかん　おうとう　パインアップル　りんご

27 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

656 20.1 緑黄色野菜ハヤシライス ぎゅうにく　 たまねぎ　にんじん　しめじ　グリンピース　にんにく じゃがいも　

金
603

28
ミートボールと白菜のシチュー

小アップルパン　牛乳

ウインナーとコーンのソテー　ピーチゼリー ウインナー　 にんじん　キャベツ　とうもろこし　 あぶら　ピーチゼリー

ぎゅうにゅう りんご こむぎこ　こめこ 

とりにく　ぶたにく　ぎゅうにゅう たまねぎ　しめじ　はくさい　にんじん　ブロッコリー でんぷん

火

26
たらの野菜あんかけ たら　 たまねぎ　にんじん　さやいんげん　ほししいたけ　しょうが でんぷん　あぶら　さとう

水

25
豆腐の中華煮 とうふ　ぶたにく キャベツ　にんじん　たまねぎ　たけのこ　さやいんげん　ほししいたけ　しょうが ごまあぶら　さとう　でんぷん

ツナと春雨の炒め物

麦ごはん　ゆかりふりかけ　牛乳　　　　　　

アカモク入りかき玉汁　ぽんかん

わかめごはん　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅう　わかめ

まぐろあぶらづけ

ぎゅうにゅう

とりにく　アカモク　たまご　とうふ　あぶらあげ にんじん　たまねぎ　ねぎ　ぽんかん

木

21
ミートサンド ぶたにく　ぎゅうにく　だいず　 にんじん　たまねぎ　ピーマン　にんにく さとう　オリーブあぶら

20
ビビンバ丼の具 ぶたにく　みそ にんじん　もやし　ほうれんそう　はくさいキムチ ごま　さとう　ごまあぶら

ぎゅうにゅう

金

こめ　むぎ

コーンポタージュ　小魚アーモンド

ぎゅうにゅう

ぶたにく　チーズ

ベーコン　ぎゅうにゅう　かたくちいわし

縦割りパン　牛乳

麦ごはん　牛乳

ぎょうざスープ　チーズ しょうが　にんじん　たまねぎ　たけのこ　はくさい　ねぎ

水

火 ごま　さとう　あぶら

19 こめ　

鮭の南蛮漬け さけ

ごはん　たまごふりかけ　牛乳

じゃがいも　でんぷん　バター　メロンゼリー

キャベツ　にんじん　もやし

にんじん　だいこん　とうもろこし　キャベツ　ねぎ

たまご　しらすぼし

ぎゅうにゅう　ふりかけ

でんぷん　あぶら　さとう

わかめ　みそどさんこ汁　メロンゼリー

ごま酢炒め

チキンとパスタのスープ　ノンエッグマヨネーズ

月

18
野菜たっぷりそぼろドーン とりにく　だいず　なまあげ　みそ にんじん　たまねぎ　とうもろこし　こまつな さとう　ごまあぶら　でんぷん

17
皿うどん ぶたにく　いか　かまぼこ しょうが　キャベツ　もやし　にんじん　たまねぎ　たけのこ　ほししいたけ　さやいんげん さらうどんめん　でんぷん　さとう　ごまあぶら

こむぎこ　こめこ　くろざとう

ごま　さとう　ごまあぶら

こめ　むぎ

小黒糖パン　牛乳　　　　　　

麦ごはん　牛乳　　　　　　

ハムと海藻のサラダ

木

14
ぶたにく　チーズ　ハム にんじん　きゅうり　とうもろこし　にんにく

13
筑前煮 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

パンこ　こむぎこ　あぶら　じゃがいも　

こめ　むぎ　

ごま　さとう　ごまあぶら

こむぎこ　こめこ 

たまご

ぎゅうにゅう

きりぼしだいこん　にんじん　たまねぎ　えだまめ

横割り小丸パン　牛乳

チーズカツレツ　ポテトサラダ　

いも類

月 ひじき　まぐろあぶらづけ

12
チキンチキンれんこん れんこん　にんじん　 でんぷん　あぶら　さとう

水

10
デミグラスソース煮 ぎゅうにく　だいず たまねぎ　にんじん　しめじ　グリンピース　にんにく じゃがいも　さとう　あぶら

ぎゅうにゅう

こむぎこ　こめこ 

あぶら　さとう　ムース

こめ　

じゃがいも

ぎゅうにゅう　チーズ

にんじん　ほししいたけ　ほうれんそう　いよかん

6
さばのみそ煮　きんぴらごぼう さばのみそに　ひらてん

日
(曜） 献　立　名

主　　　　　な　　　　　材　　　　　料

木

にんじん　たまねぎ　ほししいたけ　もやし　チンゲンサイ　みかん

ぎゅうにゅう

ビーフン　ごまあぶら　さとう　ぶたにく　だいず

豚じゃが じゃがいも　こんにゃく　さとう

シーフードカレー

こめ　むぎ

にんじん　たまねぎ　キャベツ　とうもろこし

じゃがいも　あぶら

ささみとキャベツのソテー

すまし汁

麦ごはん　牛乳

3

月

小パインパン 　牛乳　　　　　　

ビーフン汁　みかん　黒糖福豆

いわしいわしとポテトのケチャップがらめ

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

とうふ　あぶらあげ　わかめ　みそ

乳製品

種実
（ごま、

アーモンド
等）

豆・豆製品

パインアップルぎゅうにゅう　

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

762

625

659

27.9

26.5

23.8

25.1

エネルギー
kcal

こむぎこ

こむぎこ　こめこ 

じゃがいも　アーモンド

こめ　

はるさめ　ごま　ごまあぶら　さとう

こめ　むぎ

でんぷん

こむぎこ　こめこ 

あぶら

654

621

703

708

639

636

636

672

こんにゃく　ごま　ごまあぶら　さとう

こめ　むぎ　ミルメーク

こめ　むぎ

678

732

とうもろこし　たまねぎ　にんじん　ブロッコリー

にんじん　たまねぎ　にら

ゆかりふりかけ

4

火
ぶたにく　ちくわ たまねぎ　にんじん　グリンピース　

にんじん　たまねぎ　パセリ　にんにく　りんごいか　えび　ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう

5

水 とりにく

ツナとひじきのさっぱり炒め　いちごのムース

じゃがいものみそ汁　いよかん

麦ごはん　昆布佃煮　牛乳

ごぼう　にんじん　さやいんげん

金 たまねぎ　にんじん　ピーマン　はくさい　パセリ　にんにく

655

702

659

キャベツ　こまつな　にんじん　

にんじん　たまねぎ　ほししいたけ　だいこん　ほうれんそう

とりにく

ぎゅうにゅう

チキンハム　かいそう（わかめなど）　しらすぼし

ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　ピーマン

とりにく

こんぶつくだに　ぎゅうにゅう　

だいこん　にんじん　こまつな

とりにく　あぶらあげ

こんにゃく　さといも　さとう　ごまあぶら

スパゲッティ　あぶら　ノンエッグマヨネーズ

28.2

25.8

小チーズパン　牛乳　　　　　　

切干しだいこんといり卵の煮物

切干しだいこんのおかか煮

麦ごはん　牛乳　ミルメーク（コーヒー）

ごはん　牛乳

令和2年2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

7 小パン　マーシャルビンズ　牛乳 ぎゅうにゅう　 こむぎこ　こめこ マーシャルビンズ

しょうゆスパゲッティ ぶたにく　 たまねぎ　キャベツ　ピーマン　にんじん スパゲッティ　さとう　オリーブあぶら

金 白菜スープ ベーコン にんじん　たまねぎ　とうもろこし　はくさい　パセリ

でんぷん　じゃがいも　あぶら　さとうパセリ

卵

小魚

魚介類

25.7

25.9

30.7

22.3

海藻

海藻

種実
（ごま、

アーモンド
等）

緑黄色野菜

果物

小魚

豆・豆製品

果物

きのこ

いも類

22.8

28.7

28.8

22.4

27.3

28.4

28.1

《 北海道郷土料理 》

《 地場産給食の日 》

☆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 》

《 節分献立 》

ごはんにまぜて
食べましょう！

※献立は都合により変更となることがあります。

野菜メニューコンクールで給食賞に選ばれた

「桜木小５年 田渕元親くん」の“チキンと食べよ

う！野菜たっぷりそぼろドーン”をアレンジして

取り入れます。

【 １８日 野菜たっぷりそぼろドーン 】

パンにはさんで食べましょ

《 野菜メニューコンクール給食賞 》

ごはんにのせて食べましょ

「大豆」や「えんどう豆」は、成熟した豆を乾燥させたも
ので、豆類になります。豆には、エネルギー源になる「炭水

化物」や、体をつくる「たんぱく質」が多く含まれています。
また未熟なうちに収穫したものを子どもに例えると、「枝
豆」や「さやえんどう」、「グリンピース」が豆の子どもに

なります。これらは野菜に分類され、体の調子を整える「ビ
タミン」が多く含まれています。
このように豆とその豆の子どもでは、見た目だけでなく、
栄養にも違いがあるのです。

誰かと食事を共にする（共有する）ことを「共食」といいます。
食事を共にすることでコミュニケーションが図られ、
お互いの心や体の調子を知ることができます。

また、楽しい食事は心の安定にもつながります。

～家族や友だちと一緒に食事をしましょう～

《セルビア料理》

２月１５日は、セルビア共和国の「建国記

念日」です。セルビアは、南東ヨーロッパに

位置し、北海道と同じくらいの面積を持つ国

です。男子テニスのジョコビッチ選手は、セ

ルビアの出身です。

また、「東京オリンピック・パラリンピック」に

出場するセルビア女子バレーボールチーム

は、防府市で合宿をします。この機会に“セ

ルビア”のことを調べてみませんか。

＊セルビアの食事の特徴
・主食はパンで、肉やサラダ、チーズなどを

挟んで食べることが多い

・メインディッシュはほとんどが肉料理

・畜産業が盛んなため、乳製品をよく食べる

【 １４日 セルビア料理 】

カツレツやサラダをパン
にはさんで食べましょう！

７つの「こ食」を

避けよう！



29.7

656 20.1

788 23.4

672 30.7

33.0

636 25.9

751 30.3

659 28.4

33.8

33.2

636 25.7

798 31.4

732 28.2

30.6

639 22.4

761 25.8

708 28.8

33.8

27.8

659 23.8

790 27.7

762 27.9

763 26.9

683 28.3

790 31.0

金 ウインナーとコーンのソテー　ピーチゼリー ウインナー　 にんじん　キャベツ　とうもろこし　 あぶら　ピーチゼリー

魚介類ミートボールと白菜のシチュー とりにく　ぶたにく　ぎゅうにゅう たまねぎ　しめじ　はくさい　にんじん　ブロッコリー でんぷん

603 22.3

808 29.4

とりにく　アカモク　たまご　とうふ　あぶらあげ にんじん　たまねぎ　ねぎ　ぽんかん でんぷん

28 （小学）小アップルパン　（中学）アップルパン　牛乳 ぎゅうにゅう りんご こむぎこ　こめこ 

小魚たらの野菜あんかけ たら　 たまねぎ　にんじん　さやいんげん　ほししいたけ　しょうが でんぷん　あぶら　さとう

799 36.1

水 フルーツのヨーグルト和え ヨーグルト　 みかん　おうとう　パインアップル　りんご

27 麦ごはん　ゆかりふりかけ　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅう ゆかりふりかけ こめ　むぎ

緑黄色野菜ハヤシライス ぎゅうにく　 たまねぎ　にんじん　しめじ　グリンピース　にんにく じゃがいも　

木 アカモク入りかき玉汁　ぽんかん

火 ぎょうざスープ　チーズ ぶたにく　チーズ しょうが　にんじん　たまねぎ　たけのこ　はくさい　ねぎ こむぎこ

26 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

いも類ビビンバ丼の具 ぶたにく　みそ にんじん　もやし　ほうれんそう　はくさいキムチ ごま　さとう　ごまあぶら

655 25.8

778

金 ハムと海藻のサラダ チキンハム　かいそう（わかめなど）　しらすぼし だいこん　にんじん　こまつな ごま　さとう　ごまあぶら

25 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

豆・豆製品皿うどん ぶたにく　いか　かまぼこ しょうが　キャベツ　もやし　にんじん　たまねぎ　たけのこ　ほししいたけ　さやいんげん さらうどんめん　でんぷん　さとう　ごまあぶら

812

ツナと春雨の炒め物 まぐろあぶらづけ にんじん　たまねぎ　にら はるさめ　ごま　ごまあぶら　さとう

21 小黒糖パン　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ　くろざとう

卵豆腐の中華煮 とうふ　ぶたにく キャベツ　にんじん　たまねぎ　たけのこ　さやいんげん　ほししいたけ　しょうが ごまあぶら　さとう　でんぷん

水 ごま酢炒め たまご　しらすぼし キャベツ　にんじん　もやし ごま　さとう　あぶら

20 わかめごはん　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅう　わかめ こめ　

果物野菜たっぷりそぼろドーン とりにく　だいず　なまあげ　みそ にんじん　たまねぎ　とうもろこし　こまつな さとう　ごまあぶら　でんぷん

678 28.1

818

木

わかめ　みそ にんじん　だいこん　とうもろこし　キャベツ　ねぎ じゃがいも　でんぷん　バター　メロンゼリー

19 麦ごはん　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

17 縦割りパン　牛乳 ぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ 

きのこ鮭の南蛮漬け さけ たまねぎ　にんじん　ピーマン でんぷん　あぶら　さとう

858 33.1

月 コーンポタージュ　小魚アーモンド ベーコン　ぎゅうにゅう　かたくちいわし とうもろこし　たまねぎ　にんじん　ブロッコリー じゃがいも　アーモンド

18 ごはん　たまごふりかけ　牛乳 ぎゅうにゅう　ふりかけ こめ　

海藻ミートサンド ぶたにく　ぎゅうにく　だいず　 にんじん　たまねぎ　ピーマン　にんにく さとう　オリーブあぶら

火 どさんこ汁　メロンゼリー

金 ツナとひじきのさっぱり炒め　いちごのムース ひじき　まぐろあぶらづけ キャベツ　こまつな　にんじん　 あぶら　さとう　ムース

13 ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　

種実
（ごま、アー
モンド等）

デミグラスソース煮 ぎゅうにく　だいず たまねぎ　にんじん　しめじ　グリンピース　にんにく じゃがいも　さとう　あぶら

703 28.7

829

木 じゃがいものみそ汁　いよかん とうふ　あぶらあげ　わかめ　みそ にんじん　ほししいたけ　ほうれんそう　いよかん じゃがいも

14 小チーズパン　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅう　チーズ こむぎこ　こめこ 

緑黄色野菜チキンチキンれんこん とりにく れんこん　にんじん　 でんぷん　あぶら　さとう

839

チーズカツレツ　ポテトサラダ　 ぶたにく　チーズ　ハム にんじん　きゅうり　とうもろこし　にんにく パンこ　こむぎこ　あぶら　じゃがいも　

702 27.3

837

水 切干しだいこんといり卵の煮物 たまご きりぼしだいこん　にんじん　たまねぎ　えだまめ ごま　さとう　ごまあぶら

ぶたにく　だいず にんじん　たまねぎ　ほししいたけ　もやし　チンゲンサイ　みかん ビーフン　ごまあぶら　さとう　

10 横割り小丸パン　牛乳 ぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ 

果物筑前煮 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 こんにゃく　さといも　さとう　ごまあぶら

月 チキンとパスタのスープ　ノンエッグマヨネーズ とりにく たまねぎ　にんじん　ピーマン　はくさい　パセリ　にんにく スパゲッティ　あぶら　ノンエッグマヨネーズ

12 麦ごはん　昆布佃煮　牛乳 こんぶつくだに　ぎゅうにゅう　 こめ　むぎ　

小魚

乳製品いわしとポテトのケチャップがらめ いわし パセリ でんぷん　じゃがいも　あぶら　さとう

900 32.6

木 ささみとキャベツのソテー とりにく にんじん　たまねぎ　キャベツ　とうもろこし あぶら

7 小パインパン 　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅう　 パインアップル こむぎこ　こめこ 

豆・豆製品シーフードカレー いか　えび　ぎゅうにゅう にんじん　たまねぎ　パセリ　にんにく　りんご じゃがいも　あぶら

金 ビーフン汁　みかん　黒糖福豆

水 すまし汁 とりにく　あぶらあげ にんじん　たまねぎ　ほししいたけ　だいこん　ほうれんそう

6 麦ごはん　牛乳　ミルメーク（コーヒー） ぎゅうにゅう こめ　むぎ　ミルメーク

3 小パン　マーシャルビンズ　牛乳 ぎゅうにゅう　 こむぎこ　こめこ マーシャルビンズ

いも類さばのみそ煮　きんぴらごぼう さばのみそに　ひらてん ごぼう　にんじん　さやいんげん こんにゃく　ごま　ごまあぶら　さとう

654 25.1

758

火 八宝菜 ぶたにく　うずらたまご　いか 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 さとう　でんぷん　ごまあぶら

5 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

乳製品

月 白菜スープ ベーコン にんじん　たまねぎ　とうもろこし　はくさい　パセリ

4 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

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　

令和2年2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
エネルギー

kcal
たんぱく質

ｇ

ご家庭で
とってほしい

食品
赤 緑 黄

主にエネルギーのもとになる

海藻しょうゆスパゲッティ ぶたにく　 たまねぎ　キャベツ　ピーマン　にんじん スパゲッティ　さとう　オリーブあぶら

621 22.8

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

☆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。

※献立は都合により変更となることがあります。

「大豆」や「えんどう豆」は、成熟した豆を乾燥させたも
ので、豆類になります。豆には、エネルギー源になる「炭水
化物」や、体をつくる「たんぱく質」が多く含まれています。
また未熟なうちに収穫したものを子どもに例えると、「枝
豆」や「さやえんどう」、「グリンピース」が豆の子どもに
なります。これらは野菜に分類され、体の調子を整える「ビ
タミン」が多く含まれています。
このように豆とその豆の子どもでは、見た目だけでなく、
栄養にも違いがあるのです。

誰かと食事を共にする（共有する）ことを「共食」といいます。
食事を共にすることでコミュニケーションが図られ、
お互いの心や体の調子を知ることができます。

また、楽しい食事は心の安定にもつながります。

～家族や友だちと一緒に食事をしましょう～

《 節分献立 》

《セルビア料理》

カツレツやサラダをパン
にはさんで食べましょう！

《 地場産給食の日 》《 地場産給食の日 》

パンにはさんで食べましょ

《 北海道郷土料理 》

《 野菜メニューコンクール給食賞 》

ごはんにのせて食べましょ

ごはんにまぜて
食べましょう！

２月１５日は、セルビア共和国の「建国記

念日」です。セルビアは、南東ヨーロッパに

位置し、北海道と同じくらいの面積を持つ国

です。男子テニスのジョコビッチ選手は、セ

ルビアの出身です。

また、「東京オリンピック・パラリンピック」に

出場するセルビア女子バレーボールチーム

は、防府市で合宿をします。この機会に“セ

ルビア”のことを調べてみませんか。

＊セルビアの食事の特徴
・主食はパンで、肉やサラダ、チーズなどを

挟んで食べることが多い

・メインディッシュはほとんどが肉料理

・畜産業が盛んなため、乳製品をよく食べる

【 １０日 セルビア料理 】

野菜メニューコンクールで給食賞に選ばれた

「桜木小５年 田渕元親くん」の“チキンと食べよ

う！野菜たっぷりそぼろドーン”をアレンジして

取り入れます。

【 １９日 野菜たっぷりそぼろドーン 】

７つの「こ食」を

避けよう！


