
小魚

水 いちご

685
25

根菜丼 ぶたにく　ちくわ たまねぎ　ごぼう　えのきたけ　にんじん　しょうが　ねぎ おわらふ　こんにゃく　さとう　でんぷん　ごまあぶら

麦ごはん　牛乳　　　　　　

いわしの甘露煮　いちご（２こ） いわしのかんろに

ぎゅうにゅう こめ　むぎ

月

24
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　たけのこ　ほししいたけ　さやいんげん さとう　でんぷん　ごまあぶら

火

23
くじらの竜田揚げ くじらのたつたあげ　 あぶら

クリームシチュー　いよかん

麦ごはん　牛乳　　　　　　

マーボ－しらたき　 プリン

パン　マーガリン　牛乳　 ぎゅうにゅう

とりにく　ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう

ぎゅうにく　ぶたにく　だいず　みそ

こむぎこ　こめこ　マーガリン

こめ　むぎ

こんにゃく　さとう　ごまあぶら　プリンにんじん　にら　にんにく

水

19

18
みそラーメン ぶたにく　わかめ　みそ キャベツ　にんじん　しょうが　ねぎ　とうもろこし　 ちゃんぽんめん　ごま　ごまあぶら

木

こめ　ぎゅうにゅう　のり

ぶたにく　とりにく　

減量ごはん　味付けのり　牛乳　

揚げぎょうざ（２こ） こむぎこ　あぶら

火

月 マカロニ　ケーキ

17 こめ　むぎ

ビーフカレー ぎゅうにく　ぎゅうにゅう

麦ごはん　牛乳

ゼリー

にんじん　たまねぎ　はくさい　とうもろこし　セロリー　パセリ

おうとう　みかん　パインアップル　ナタデココ

ベーコン　

ぎゅうにゅう

じゃがいも　

かたくちいわしミックスフルーツ　小魚

ABCスープ　お祝いケーキ

金

16
鶏肉と野菜のトマトソースがらめ とりにく ズッキーニ　あかピーマン　きピーマン　なす　たまねぎ でんぷん　じゃがいも　あぶら　さとう

13
野菜とうずら卵の甘酢煮　 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 じゃがいも　さとう　あぶら　でんぷん

こむぎこ　こめこ　りんごジャム

ごま　さとう　ごまあぶら

こむぎこ　こめこ　くろざとう小黒糖パン　牛乳　　　　　　

パン　りんごジャム　牛乳　　　　

海藻とツナのサラダ

卵

月 とりにく　ぶたにく

10
さばのみそ煮

火

9
焼きそば ぶたにく　ちくわ たまねぎ　キャベツ　ピーマン　にんじん やきそばめん　ごまあぶら

ぎゅうにゅう

こむぎこ　こめこ

でんぷん

こめ　

でんぷん　こんにゃく　さつまいも　さとう

チーズ　ぎゅうにゅう　

たまねぎ　にんじん　ごぼう　だいこん　ほししいたけ　バナナ

5
チキンチキンごぼう とりにく

日
(曜） 献　立　名

主　　　　　な　　　　　材　　　　　料

木

たまねぎ　にんじん　キャベツ　もやし　とうもろこし　ねぎ

ぎゅうにゅう

ゼリーベーコン

あなごめしの具 さとう　ごま　ごまあぶら

豆腐の中華煮

ひろしまな こめ　

たまねぎ　にんじん　ほうれんそう　とうもろこし

ごまあぶら　でんぷん　さとう

春雨の甘酢炒め　おさつスティック　

いんげん豆と野菜のスープ　白桃ゼリー

減量菜めし　牛乳

2

月

小パン　ブラック＆ホワイトチョコクリーム　牛乳

野菜スープ　いちごゼリー

じゃがいも　ゼリー

こむぎこ　こめこ　チョコクリーム

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

海藻

いも類

ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　ほうれんそう ひなあられはんぺん　とうふ　あぶらあげ　わかめ

661

611

645

24.7

24.5

26.1

25.3

エネルギー
kcal

712

729

624

676

643

716

685

でんぷん　あぶら　さとう　ごま

卒　業　式

24.4

24.4

種実
（ごま、アー
モンド等）

小魚

えのきたけ　だいこん　はくさい　にんじん　ねぎ　ほうれんそう　

じゃがいも　こんにゃく　さとう

たまごやき　ひじき　だいず　 れんこん　にんじん　こまつな

うま煮 とりにく　ちくわ　なまあげ たまねぎ　にんじん　さやいんげん

さとう　ごまあぶら

こめ　むぎ

ごま　さとう　あぶら

キャベツ　たまねぎ　ねぎ　にら　しょうが　

たまねぎ　にんじん　キャベツ　しめじ　とうもろこし　ブロッコリー　いよかん

3

火
あなご　たまご　ちくわ にんじん　ごぼう　えのきたけ　ねぎ

キャベツ　にんじん　たまねぎ　たけのこ　ねぎ　ほししいたけ　しょうがとうふ　ぶたにく　

小チーズパン　牛乳　　　　　　

切干しだいこんの甘酢炒め　

木

水

12

11

あぶらあげ

ぎゅうにゅう

きりぼしだいこん　にんじん　キャベツ　ほうれんそう

ごはん　牛乳

麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

4

水 チキンハム はるさめ　ごま　ごまあぶら　さとう　おさつスティック　

はんぺん汁　ひなあられ

麦ごはん　牛乳

根菜汁(防災食）　バナナ

麦ごはん　魚ふりかけ　牛乳　

680

712

676

632

672

たまねぎ　にんじん　はくさい　とうもろこし　ほうれんそう　りんご

ふぐ　とうふ　みそ

ぎゅうにゅう

かいそう（わかめなど）　まぐろあぶらづけ

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

さばのみそに

ふりかけ　ぎゅうにゅう　

キャベツ　にんじん　とうもろこし　

こめ　

玉子焼き　ひじきの五目煮

ふぐのみそ汁

ごはん　牛乳

ミートボールスープ　りんご

令和２年３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

6 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

野菜の卵とじ 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 じゃがいも　さとう　バター

金 ツナと野菜のソテー　ミルメークコーヒー　 まぐろあぶらづけ　 たまねぎ　にんじん　キャベツ　ほうれんそう ミルメーク

スパゲッティ　さとう　オリーブあぶらたまねぎ　にんじん　ピーマン　にんにくぶたにく　イタリアンスパゲッティ

にんじん　たまねぎ　はくさい　セロリー　パセリベーコン　しろいんげんまめ　

ごぼう　グリンピース　

こめ　むぎぎゅうにゅう

海藻

31.5

30.8

30.2

きのこ

種実
（ごま、アー
モンド等）

乳製品

卵

いも類

きのこ

小魚

緑黄色野菜

魚介類

30.7

26.4

22.9

24.7

29.3

30.6

26.7

さよなら、(現) 新南陽学校給食センター！

※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》

現在の新南陽学校給食センターは、老朽化

のため、令和２年３月で役目を終え、４月からは

福川南町に移転します。

昭和５５年から約４０年間、子どもたちの成長

と健康のための役割を担ってきました。

周南市では、２年前から児童生徒に「防災」

についての意識を高める目的で、毎年３月に

「防災給食」を実施しておりますが、今年度

は「備蓄品」の根菜汁を使用します。

震災時には、ガスや電気が止まったり、食

器が使えなくなったり、様々な困ることが想

定されます。

10日（火） 防災給食を実施します

《 防災給食の日 》

ひなまつりに食べる「ひなあられ」といえば、

どんなものを思い浮かべますか？

実は、正月のお雑煮に入れるお餅の形のよ

うに、関東地方と関西地方で大きな違いがあ

るようです。

うるち米は爆ぜさせ

て作る“ポン菓子”を、

砂糖などで甘く味つけ

し、緑やピンクに色を

つけたもの。

乾燥させたお餅を焼い

たり揚げたりして作る“お

かき”を、塩やしょうゆな

どで味つけしたもの。

《 桃の節句献立 》

３日(火）は、桃の節句にちなんだ献立で、ひな

あられが出ます。

関東風か関西風か食べながら考えてみてくだ

さい。

40年間
ありがとう３月後半には、現在の給食センターが

開設した頃の人気メニューを再現した

「みそラーメン」、「くじらの竜田揚げ」

等が登場します。

最後の１か月間、給食センターのスタッ

フ一同、心を込めて給食を作り、有終の

美を飾りたいと思います。

１６日(月） 卒業お祝い献立

お祝いの気持ちを込めたケーキの

デザートが出ます。

日頃、不自由なく食べられる

ことのありがたみを感じながら

いただきましょう。

《 卒業お祝い献立 》

あなごめしにしよう！

楽しい給食の時間になるといいですね。



30.3

716 31.5

898 38.5

676 24.4

37.1

632 29.3

729 33.4

685 30.8

35.9

29.4

712 24.4

855 27.6

680 26.7

28.6

624 26.4

― ―

643 24.7

28.4

28.0

712 25.3

888 30.6

645 26.1

エネルギー
（kcal）
小学校

たんぱく質
（ｇ）
小学校

中学校 中学校

729 30.7

37.4

水 いわしの甘露煮　いちご（２こ） いわしのかんろに いちご

海藻根菜丼 ぶたにく　ちくわ たまねぎ　ごぼう　えのきたけ　にんじん　しょうが　ねぎ おわらふ　こんにゃく　さとう　でんぷん　ごまあぶら

685 30.2

793 33.8

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　あぶら

25 麦ごはん　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

魚介類みそラーメン ぶたにく　わかめ　みそ キャベツ　にんじん　しょうが　ねぎ　とうもろこし　 ちゃんぽんめん　ごま　ごまあぶら

780 27.3

月 クリームシチュー　いよかん とりにく　ぎゅうにゅう たまねぎ　にんじん　キャベツ　しめじ　とうもろこし　ブロッコリー　いよかん

24 減量ごはん　味付けのり　牛乳　 ぎゅうにゅう　のり こめ　

種実
（ごま、アー
モンド等）

くじらの竜田揚げ くじらのたつたあげ　 あぶら

火 揚げぎょうざ（２こ）

木 魚ソーセージとアーモンドのソテー　チーズ さかなソーセージ　チーズ キャベツ　にんじん　とうもろこし　さやいんげん アーモンド

23 パン　マーガリン　牛乳　 ぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ　マーガリン

果物ハッシュライス ぎゅうにく　ベーコン　 たまねぎ　にんじん　エリンギ　グリンピース　にんにく こむぎこ　バター　あぶら　さとう

756 26.5

902

水 マーボ－しらたき　 プリン ぎゅうにく　ぶたにく　だいず　みそ にんじん　にら　にんにく こんにゃく　さとう　ごまあぶら　プリン

19 麦ごはん　牛乳　 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

小魚八宝菜 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　たけのこ　ほししいたけ　さやいんげん さとう　でんぷん　ごまあぶら

807

ふぐのみそ汁 ふぐ　とうふ　みそ えのきたけ　だいこん　はくさい　にんじん　ねぎ　ほうれんそう　

18 麦ごはん　牛乳　　　　　　 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

いも類玉子焼き　ひじきの五目煮 たまごやき　ひじき　だいず　 れんこん　にんじん　こまつな さとう　ごまあぶら

月 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 キャベツ　にんじん　とうもろこし　 ごま　さとう　ごまあぶら

17 ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　

きのこ野菜とうずら卵の甘酢煮　 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 じゃがいも　さとう　あぶら　でんぷん

672 30.6

849

火

ベーコン　 にんじん　たまねぎ　はくさい　とうもろこし　セロリー　パセリ マカロニ　ケーキ

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

12 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

小魚鶏肉と野菜のトマトソースがらめ とりにく ズッキーニ　あかピーマン　きピーマン　なす　たまねぎ でんぷん　じゃがいも　あぶら　さとう

939 34.4

木 ミックスフルーツ　小魚 かたくちいわし おうとう　みかん　パインアップル　ナタデココ ゼリー

13 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

緑黄色野菜ビーフカレー ぎゅうにく　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　

金 ABCスープ　(小学）お祝いケーキ　(中学）白桃ゼリー

水 根菜汁(防災食）　バナナ　 たまねぎ　にんじん　ごぼう　だいこん　ほししいたけ　バナナ でんぷん　こんにゃく　さつまいも　さとう　

10 麦ごはん　魚ふりかけ　牛乳　 ふりかけ　ぎゅうにゅう　 こめ　むぎ

乳製品さばのみそ煮　(中学）アーモンド さばのみそに (中学)アーモンド

676 22.9

858

火 切干しだいこんの甘酢炒め　 あぶらあげ 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　あぶら

11 ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　

卵うま煮 とりにく　ちくわ　なまあげ たまねぎ　にんじん　さやいんげん じゃがいも　こんにゃく　さとう

768

イタリアンスパゲッティ ぶたにく　 たまねぎ　にんじん　ピーマン　にんにく スパゲッティ　さとう　オリーブあぶら

661 24.7

772

月 ミートボールスープ　りんご とりにく　ぶたにく たまねぎ　にんじん　はくさい　とうもろこし　ほうれんそう　りんご でんぷん

チキンハム たまねぎ　にんじん　ほうれんそう　とうもろこし はるさめ　ごま　ごまあぶら　さとう　おさつスティック　

6 小パン　ブラック＆ホワイトチョコクリーム　牛乳 ぎゅうにゅう こむぎこ　こめこ　チョコクリーム

種実
（ごま、アー
モンド等）

焼きそば ぶたにく　ちくわ たまねぎ　キャベツ　ピーマン　にんじん やきそばめん　ごまあぶら

金 野菜スープ　いちごゼリー ベーコン たまねぎ　にんじん　キャベツ　もやし　とうもろこし　ねぎ ゼリー

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

海藻

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　ねぎ　ほししいたけ　しょうが ごまあぶら　でんぷん　さとう

770 30.2

水 いんげん豆と野菜のスープ　(小学）白桃ゼリー　(中学）お祝いケーキ ベーコン　しろいんげんまめ　 にんじん　たまねぎ　はくさい　セロリー　パセリ じゃがいも　(小学）ゼリー　(中学）ケーキ

5 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

小魚チキンチキンごぼう とりにく ごぼう　グリンピース　 でんぷん　あぶら　さとう　ごま

木 春雨の甘酢炒め　おさつスティック　

火 はんぺん汁　ひなあられ はんぺん　とうふ　あぶらあげ　わかめ たまねぎ　にんじん　ほうれんそう ひなあられ

4 菜めし(小学減量）　牛乳 ぎゅうにゅう ひろしまな こめ　

いも類あなごめしの具 あなご　たまご　ちくわ にんじん　ごぼう　えのきたけ　ねぎ さとう　ごま　ごまあぶら

611 24.5

722

月 ツナと野菜のソテー　ミルメークコーヒー　 まぐろあぶらづけ　 たまねぎ　にんじん　キャベツ　ほうれんそう ミルメーク

3 麦ごはん　牛乳 ぎゅうにゅう こめ　むぎ

きのこ野菜の卵とじ 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 じゃがいも　さとう　バター

915

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

2 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

令和２年３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

さよなら、(現) 新南陽学校給食センター！

※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。

現在の新南陽学校給食センターは、老朽化

のため、令和２年３月で役目を終え、４月からは

福川南町に移転します。

昭和５５年から約４０年間、子どもたちの成長

と健康のための役割を担ってきました。

周南市では、２年前から児童生徒に「防災」

についての意識を高める目的で、毎年３月に

「防災給食」を実施しておりますが、今年度

は「備蓄品」の根菜汁を使用します。

震災時には、ガスや電気が止まったり、食

器が使えなくなったり、様々な困ることが想

定されます。

1１日（水） 防災給食を実施します

ひなまつりに食べる「ひなあられ」といえば、

どんなものを思い浮かべますか？

実は、正月のお雑煮に入れるお餅の形のよ

うに、関東地方と関西地方で大きな違いがあ

るようです。

うるち米は爆ぜさせ

て作る“ポン菓子”を、

砂糖などで甘く味つけ

し、緑やピンクに色を

つけたもの。

乾燥させたお餅を焼い

たり揚げたりして作る“お

かき”を、塩やしょうゆな

どで味つけしたもの。

３日(火）は、桃の節句にちなんだ献立で、ひな

あられが出ます。

関東風か関西風か食べながら考えてみてくだ

さい。

40年間
ありがとう３月後半には、現在の給食センターが

開設した頃の人気メニューを再現した

「みそラーメン」、「くじらの竜田揚げ」

等が登場します。

最後の１か月間、給食センターのスタッ

フ一同、心を込めて給食を作り、有終の

美を飾りたいと思います。

卒業お祝い献立

お祝いの気持ちを込めたケーキの

デザートが出ます。

日頃、不自由なく食べられる

ことのありがたみを感じながら

いただきましょう。

楽しい給食の時間になるといいですね。

《 桃の節句献立 》

あなごめしにしよう！

《 防災給食の日 》

《 地場産給食の日》

《小学校 卒業お祝い献立 》

中学校 ４日(水）

小学校 １３日(金）

《 中学校 卒業お祝い献立 》


