
エネルギー たんぱく質

赤 黄 緑

血・肉・骨・歯になる 熱や力のもとになる 体の調子をととのえる
ブラウンシチュー ぎゅうにゅう　ぶたにく パン　ジャム　あぶら にんじん　たまねぎ　しょうが 582 21.5
アンサンブルエッグ アンサンブルエッグ バター　コーンドレッシング にんにく　キャベツ 686 26.3

いちごジャム キャベツサラダ じゃがいも 856 32.5
さばのしょうがに ぎゅうにゅう　さば　とうふ ごはん　あぶら　さといも ごぼう　だいこん　にんじん 485 20.3
けんちんじる ごまあぶら　さとう ねぎ　こんにゃく　しいたけ 642 26.4
こまつなあえ こまつな　キャベツ　とうもろこし 840 32.9
にくだんごのすぶた ぎゅうにゅう　にくだんご ごはん　あぶら　さとう にんじん　たけのこ　たまねぎ 551 18.2
もやしのちゅうかサラダ とりにく かたくりこ　しおドレッシング ピーマン　しいたけ　こまつな 668 21.7
プリン プリン もやし　 858 27.0
さわらのみそマヨやき ぎゅうにゅう　ぶたにく わかめごはん　あぶら　さといも にんじん　ごぼう　ねぎ 516 25.3
とんじる とうふ　あぶらあげ　さわら ごま　さとう ほうれんそう　キャベツ 639 28.8
ごま和え ノンエッグマヨネーズ 831 36.1
はくさいのクリームに ぎゅうにゅう　とりにく パン　バター　あぶら はくさい　にんじん　たまねぎ　 474 18.8
たこナゲット幼①小中② たこナゲット じゃがいも　こむぎこ ブロッコリー　カリフラワー 657 25.7
ブロッコリーサラダ イタリアンドレッシング 815 30.3
じゃがいものそぼろに ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　さとう　あぶら たまねぎ　にんじん　もやし 503 21.0
さいのくになっとう なっとう　のり じゃがいも　かたくりこ グリンピース　ほうれんそう 611 24.4
いそかあえ ― ―
おかめうどんのしる ぎゅうにゅう　とりにく うどん　さとう　しらたまだんご にんじん　たけのこ　しいたけ ― ―
きなこだんご幼③小⑤中⑦ あぶらあげ　かまぼこ あぶら ほうれんそう　ごぼう　れんこん 678 26.5
五目きんぴら きなこ　ちくわ　 こんにゃく 831 32.4
とうふのうまに ぎゅうにゅう　とうふ ごはん　あぶら　ごまあぶら たまねぎ　キャベツ　にんじん 570 22.2
あげポークシューマイ幼小②中③ ぶたにく　シューマイ かたくりこ　さとう　はるさめ にんにく　しょうが　あかピーマン 686 25.9
はるさめサラダ いんげん　しいたけ　きくらげ　もやし 921 32.9
さけフライ ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　さとう　 にんじん　たけのこ　ごぼう 577 26.3
かきたまじる さけ　ちくわ　あぶらあげ かたくりこ しいたけ　たまねぎ　こまつな 682 30.0
みかん たまご　 みかん 882 36.9

コーヒーもみのきがたハンバーグ コーヒーぎゅうにゅう パン　あぶら　バター かぼちゃ　たまねぎ　にんじん 485 21.1
パンプキンポタージュ ぎゅうにゅう こむぎこ　さとう にんにく　ブロッコリー　キャベツ 602 26.1
ゆでやさいサラダ とりにく　ハンバーグ とうもろこし 793 34.2
チキンカレー ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　じゃがいも にんじん　たまねぎ　にんにく 538 17.9
あわせるゼリー（ゆずゼリー） ゼリー おうとう　みかん　パイン 686 22.5
ふくじんづけ グリンピース　ふくじんづけ 894 28.0
しおラーメンのスープ ぎゅうにゅう　ぶたにく ちゅうかめん　あぶら キャベツ　もやし　にんじん 589 22.8
さいのくににくまん ごまあぶら　さとう　ごま ねぎ　とうもろこし　にんにく 646 25.3
ほうれんそうのナムル しょうが　ほうれんそう 745 29.2
ほしのコロッケ ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　こめこマカロニ たまねぎ　にんじん　キャベツ 535 17.8
マカロニスープ ベーコン　コロッケ デザート マッシュルーム　グリンピース 649 20.9
クリスマスさんしょくデザート 876 26.7
ハヤシライス ぎゅうにゅう　とりにく ごはん　あぶら　じゃがいも たまねぎ　にんじん　にんにく ― ―
やさいサラダ チーズ バター　ごまドレッシング しょうが　ブロッコリー　 655 23.2
チーズ とうもろこし　マッシュルーム 849 28.4

◇行事、欠食等については各校のおたよりで確認をお願い致します。
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牛乳 お　　か　　ず ｋcal ｇ

1 水 しょくパン 牛乳

日 曜

献　　　　　　　　立 食　　品　　の　　働　　き

主　　食

6 月 ごはん 牛乳

2 木 ごはん 牛乳

8 水 ツイストパン 牛乳

7 火 わかめごはん 牛乳

10 金 じごなうどん 牛乳

9 木 ごはん 牛乳

14 火 とりごもくごはん 牛乳

13 月 ごはん 牛乳

16 木 ごはん 牛乳

15 水
ソフト

フランスパン 牛乳

20 月 チキンライス 牛乳

17 金
ホット

ちゅうかめん 牛乳

21 火 ごはん 牛乳

※材料の入荷等の都合により、献立の一部が変更になる場合もあります。ご了承下さい。

寒さに負けない生活習慣

冬も元気にすごすためには、

抵抗力を高めることが大切です。

バランスのよい食事をとって、

適度な運動をし、十分な休養と

睡眠をとります。また、手洗い

とうがいをして、病原菌が体の

中に入らないようにしましょう。

冬至って何？
冬至とは、１年の中でもっとも昼が短く、夜が長い日です。次第に短くなっ

ていた日が、冬至をすぎると長くなることから、「太陽がよみがえる日」と考

えられていました。冬至にかぼちゃを食べたりゆず湯に入ったりする風習があ

ります。冬至にかぼちゃを食べると脳の血管の病気やかぜを予防するといわれ

ています。

今年の冬至は

12/22です


