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1 麦ごはん マーボー大根
だいこん

ぶたにく・とうふ・みそ
だいこん・にんじん・たまねぎ・ねぎ
ほししいたけ・しょうが・にんにく

こめ・むぎ・さとう・でんぷん
あぶら 621 745

（水） もやしのナムル・小魚
こざかな

アーモンド かたくちいわし もやし・ほうれんそう・にんじん
ごま・さとう・ごまあぶら
アーモンド

25.0 29.2

2 ごはん （地場産給食
じばさんきゅうしょく

）はも唐揚
からあ

げ・しそひじき和
あ

え はも・しそひじき
ほうれんそう・キャベツ・にんじん
もやし

こめ・でんぷん・あぶら・さとう 651 779

（木） 豚汁
ぶたじる ぶたにく・とうふ

あぶらあげ・みそ
だいこん・にんじん・ねぎ
ほししいたけ

さつまいも・こんにゃく 26.6 31.5

3 パン ミートボールと大豆
だいず

のケチャップ煮
に ミートボール（とりにく・

ぶたにく）・だいず
たまねぎ・にんじん・グリンピース

パン（こむぎこ・こめこ）
マカロニ・じゃがいも・さとう 696 865

（金） ツナソテー・オレンジ・チョコジャム ツナ（まぐろみずに）
チンゲンサイ・キャベツ
とうもろこし・オレンジ

あぶら・チョコジャム 28.6 35.2

6 パン かぶとさつまいものシチュー
ぶたにく・しろいんげんまめ
ひよこまめ・ぎゅうにゅう

かぶ・たまねぎ・にんじん
ブロッコリー

パン（こむぎこ・こめこ）
さつまいも・あぶら 680 849

（月） ウインナーと野菜
やさい

のソテー・みかん ウインナー（とりにく）
キャベツ・こまつな・とうもろこし
みかん

あぶら 26.6 32.7

7 減量わかめごはん 肉
にく

うどん
わかめ・ぎゅうにく
あぶらあげ・かまぼこ

ほししいたけ・にんじん
たまねぎ・ねぎ

こめ・うどん・さとう 674 804

(火） はなっこりーの卵
たまご

とじ・白桃
はくとう

ミニゼリー たまご・ポークハム はなっこりー・たまねぎ あぶら・さとう・ゼリー 25.2 29.7

8 麦ごはん ほっけの塩焼
しおや

き・たくあんのごま和
あ

え ほっけ キャベツ・たくあんづけ こめ・むぎ・ごま・ごまあぶら 605 756

（水） すいとん汁
じる

・㊥おさつスティック とりにく・なまあげ
にんじん・はくさい・だいこん
ごぼう・ねぎ

すいとん（こむぎこ）
（中）さつまいも・さとう・あぶら

25.2 30.0

9 麦ごはん いかフリッター・のり酢
す

和
あ

え いか・のり こまつな・にんじん・キャベツ
こめ・むぎ・こむぎこ
でんぷん・あぶら・さとう 689 838

（木） そぼろ煮
に

とりにく・なまあげ・ちくわ
にんじん・たまねぎ
さやいんげん

じゃがいも・さとう・でんぷん 24.9 29.6

10 チーズパン ハンバーグ・ゆで野菜
やさい

・ケチャップソース
チーズ・ハンバーグ
（とりにく・ぶたにく）

キャベツ パン（こむぎこ・こめこ） 665 843

（金） 冬
ふゆ

野菜
やさい

のポトフー ぶたにく
かぶ・たまねぎ・にんじん
ブロッコリー

じゃがいも・オリーブあぶら 29.4 36.6

13 パン ポークシチュー
ぶたにく
しろいんげんまめ

たまねぎ・にんじん・しめじ
にんにく・グリンピース

パン（こむぎこ・こめこ）
じゃがいも・あぶら 661 826

（月） ごぼうサラダ・みかん ツナ（まぐろみずに）
にんじん・ごぼう・きゅうり
みかん

ノンエッグマヨネーズ 26.3 32.3

14 麦ごはん （郷土
きょうど

料理
りょうり

）鰆
さわら

の塩
しお

焼
や

き・はなはじき さわら・みそ ほうれんそう・にんじん・もやし
こめ・むぎ・さとう・こんにゃく
あぶら 636 770

(火） ぬっぺり とりにく・ちくわ
ごぼう・にんじん
ほししいいたけ・さやいんげん

じゃがいも・こんにゃく
あぶら・さとう・でんぷん

26.6 31.6

15 麦ごはん 中華
ちゅうか

丼
どんぶり

ぶたにく・いか・かまぼこ
たまねぎ・にんじん・たけのこ・はくさい
チンゲンサイ・しょうが・ほししいたけ

こめ・むぎ・ごまあぶら
さとう・でんぷん 606 766

（水） ぎょうざ（小）1個（中）2個・ごまドレッシングサラダ
　　　　　　 　  　　　　こ　　  　　　こ

とりにく・ぶたにく
キャベツ・たまねぎ・にら
もやし・にんじん こむぎこ・ごまドレッシング 23.5 28.7

16 麦ごはん 野菜
やさい

コロッケ・じゃこサラダ しらすぼし・わかめ
れんこん・ほうれんそう・にんじん
たまねぎ・キャベツ・もやし

こめ・むぎ・じゃがいも・パンこ
こめこ・あぶら・さとう 646 775

（木） かきたま汁
じる

・のり佃煮
つくだに たまご・とりにく・とうふ

のりつくだに
たまねぎ・にんじん・ねぎ でんぷん 21.4 24.9

17 縦
たて

割
わ

りパン （世界の料理
せかい　　りょうり

）チリコンカン とりにく・だいず
たまねぎ・にんじん・にんにく
トマト

パン（こむぎこ・こめこ）・さとう 662 838

（金） えびのチャウダー・オレンジ
ベーコン・えび
ぎゅうにゅう

とうもろこし・にんじん・たまねぎ
パセリ・オレンジ

じゃがいも 28.8 35.8

20 小パン フライドチキン・フレンチサラダ とりにく
キャベツ・にんじん・こまつな
レモン

パン（こむぎこ・こめこ）
でんぷん・あぶら・さとう 647 808

（月） コーンのスープ・ガトーショコラ ポークハム
とうもろこし・にんじん・たまねぎ
パセリ

じゃがいも・ガトーショコラ 26.1 32.5

21 麦ごはん おでん風
ふう

煮
に とりにく・うずらたまご

がんもどき・ちくわ
だいこん・にんじん

こめ・むぎ・こんにゃく
さといも・さとう 621 739

（火） 野菜
やさい

のごま炒
いた

め・みかん・しそかつおふりかけ かつお・いわし・のり
ほうれんそう・キャベツ・にんじん
みかん・あかしそ

ごま・さとう・ごまあぶら 22.5 25.8

22 麦ごはん （冬至
とうじ

献立
こんだて

）さばのゆず味噌煮
みそに

・塩
しお

昆布
こんぶ

和
あ

え さば・みそ・しおこんぶ ゆず・きゅうり・キャベツ こめ・むぎ・さとう 658 788

（水） かぼちゃもち汁
じる かまぼこ・とうふ

あぶらあげ
かぼちゃ・だいこん・にんじん
ねぎ

じゃがいも・でんぷん 24.5 28.4

23 麦ごはん ポークカレー
ぶたにく
しろいんげんまめ

にんじん・たまねぎ・りんご
にんにく・グリンピース

こめ・むぎ・じゃがいも
あぶら 666 797

（木） ヨーグルト和
あ

え・小魚
こざかな ヨーグルト

かたくちいわし
みかん・パインアップル・もも
ナタデココ

22.2 25.7

24 小黒糖パン たらこスパゲッティ・チーズ
ベーコン・たらこ
チーズ

たまねぎ・にんじん・しめじ
ほうれんそう

パン（こむぎこ・こめこ）
スパゲッティ・オリーブあぶら 637 795

（金） ささみサラダ とりにく
にんじん・もやし・キャベツ
こまつな

ごまあぶら・さとう・ごま 25.2 30.1
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免疫力とは、ウイルスや細菌から身体を守る機能のことです。免疫力が低下すると、病気にかかりや

すくなったり、症状が悪化したりすることもあります。
免疫力を高めるためには、栄養バランスのよい食事が大切です。主食・主菜・副菜のそろった食事を

とり、元気に毎日を過ごしましょう。

※「おもなざいりょう」の太字で書いてある食材は県産と市内産です。
※都合により献立が変更になることがあります。

◎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。
◎魚を食べる時には、骨に気をつけて食べましょう。

冬至は1年のうちで、最も昼が短く、

夜が長い日です。

この日に、かぼちゃ（なんきん）

などの「ん」の付くものを食べたり、

ゆず湯に入ったりすると、かぜをひ

かないといわれています。

今年は、12月22日が冬至です。

「免疫力」を高めよう！

副菜：野菜・きのこ・海藻
類などを使ったおかず

主食：ごはん・パン・
麺類など

汁物：野菜やいも・海藻・大豆製品
などいろいろな食品が具にできます

主菜：肉・魚・卵・豆・豆製品などを
使ったおかず

たんぱく質・・・免疫細胞を作ります
ビタミンA・C・E・・・免疫力を高めます

食物繊維・・・腸内環境を整えます

☆発酵食品（ヨーグルト・納豆・みそ・漬物など）・・・腸内環境を整え、免疫力を高めてくれます


