
 日

曜日 たんぱく質 無機質 ビタミンＡ ビタミンＣ・食物繊維 炭水化物 脂肪

ごはん　牛乳 牛乳 米

1 白身魚のごまみそ焼き メルルーサ　みそ しょうが 砂糖 白ごま

野菜と平天の炒めもの 平天 小松菜　にんじん キャベツ 油

火 のっぺい汁　小魚アーモンド 鶏肉 いりこ にんじん 大根　しいたけ　白菜
こんにゃく
里いも　かたくりこ アーモンド

家庭でとろう

黒糖パン　牛乳 牛乳 パン　黒糖

2 手作りミートローフ
牛肉　豚肉
豆腐　鶏卵 牛乳 にんじん 玉ねぎ　とうもろこし　枝豆 パン粉

そえ野菜 ブロッコリー

水 白花豆のスープ 鶏肉　白花豆 牛乳 にんじん　かぶの葉 かぶ　玉ねぎ　白菜

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

3 五目煮
鶏肉　大豆
生揚げ　ちくわ

にんじん
さやいんげん 大根　しいたけ こんにゃく　砂糖 醤油　酒　みりん

ごま和え ツナ にんじん 白菜　もやし 砂糖 白ごま

木 ヨーグルト ヨーグルト

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

4 マーボー大根 豚肉　豆腐　みそ にんじん　ねぎ
大根　玉ねぎ　たけのこ
しいたけ　しょうが　にんにく 砂糖　かたくり粉 ごま油

揚げ春巻き 春巻き 油

金 もやしのじゃこ和え しらすぼし ほうれん草　にんじん もやし　白菜 砂糖 白ごま

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

7 けんちょう 鶏肉　豆腐　油揚げ にんじん　ねぎ 大根　しいたけ 里いも　砂糖 油

さばのみそ煮 さば　みそ

月 即席漬け 塩昆布 にんじん キャベツ　きゅうり

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

8 鶏肉の南蛮漬け 鶏肉 にんじん　ピーマン 玉ねぎ　しょうが かたくり粉　砂糖 油

根菜のみそ汁 豚肉　みそ にんじん 大根　ごぼう　白ねぎ
さつまいも
こんにゃく

火 みかん みかん

家庭でとろう

コッペパン　 パン

9 牛乳　ミルメークココア 牛乳 ミルメーク

秋吉台高原牛のシチュー 牛肉
にんじん
ブロッコリー 玉ねぎ　マッシュルーム じゃがいも

水 糸寒天のサラダ ツナ 糸寒天 赤パプリカ キャベツ　きゅうり　とうもろこし 砂糖

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

10 県産ハモフライ 県産ハモ 油

ひじきと大豆の煮物 大豆　生揚げ ひじき
にんじん
さやいんげん こんにゃく　砂糖 油

木 みそ汁 油揚げ　みそ 小松菜　にんじん 白菜　玉ねぎ　えのきたけ

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

11 おろしソースハンバーグ ハンバーグ 大根 砂糖

そえ野菜 ブロッコリー 砂糖 白ごま

金 豆乳鍋
豚肉　がんもどき
豆乳　みそ にんじん 白菜　しめじ　白ねぎ こんにゃく

家庭でとろう

《給食回数　１7回》

《　今　月　の　予　定　》 《今月の地産地消食材》 　　《今月のピックアップ料理！》　～１７日　しっちょる鍋～

　２日（水）～４日（金）
　　　　　　阿中３年なし

　２４日（木）阿中給食なし

米・牛乳・コッペパン
豆腐・油揚げ

キャベツ・白菜・大根
ほうれん草・ブロッコリー

酢　醤油 541

かつおだし　醤油 8.7

今日の給食には、大豆からできた食べ物がいくつふくまれているでしょうか？　　　　　　答えは味噌、豆乳、がんもどきの３つです。 乳製品

【県産ハモ料理の日】今月は県産ハモをフライにしています。 淡色野菜

776

醤油　みりん　酒 31.2

27.3

醤油　酒　みりん 398

煮干しだし 5.9

酢　醤油 6.6

秋吉台高原牛は、山口県産牛の地産地消を推進する取り組みとして、無償提供されたものです。よく味わっていただきましょう。 海そう

752

850

33.9

赤ワイン　ソース　塩
シチュールウ　こしょう 363

かつおだし 308

5.1

みかんにはビタミンＣが豊富に含まれています。 豆・豆製品

【山口県郷土料理の日】今月のけんちょうには、鶏肉を使っています。 緑黄色野菜

833

塩　こしょう　酒　酢
醤油　みりん　唐辛子 26.8

醤油　みりん 29.7

486

醤油 5.0

酢　醤油　塩 5.8

大根は葉に近い上の方が甘みが強いです。その理由は、地上に近い上の部分が、寒さで凍らないように糖度を上げるためだそうです。 魚介類

783

922

酒　豆板醤　醤油 29.5

379

30.4

醤油 490

5.7

給食に毎日登場する牛乳は、成長期に欠かせないカルシウムが豊富に含まれている食品です。 海そう

塩　こしょう　コンソメ
シチュールウ 10.0

ミートローフは、ひき肉をこねた生地を型に入れて、オーブンで焼く料理です。 いも類

ふりかけ 763

873

塩　こしょう　ナツメグ
ケチャップ 37.9

441

塩　こしょう　酒 373

醤油　みりん　酒
かつお昆布だし 5.0

朝ごはんは1日の活動源です。朝ごはんを食べないといらいらしたり、勉強に集中できなかったりします。毎日しっかり食べましょう。 乳製品

熱量      kcal
たんぱく質  g

カルシウム  mg
食物繊維     mg

706

酒　醤油 31.5

12 　月　給　食　献　立　表
山口市立阿知須学校給食センター

　　        令和２年
(中学校版)

献　　立　　名
主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える 主にエネルギーになる

調味料等

「しっちょる鍋」は、２００５年に旧山口市、阿知須町、秋穂

町、徳地町、小郡町が合併した記念に、山口市の新名物とし

て誕生した料理です。地域の食材を使って、春の鍋・夏の鍋・

秋の鍋・冬の鍋と４つの鍋が楽しめます。

今回は冬の鍋。しっかり食べて体の芯から温まりましょう。

☆県産食材は「学校給食県産

食材利用拡大事業」により、

JAグループ山口、水産関係

団体、山口県などから一部助

成を受けています。



 日

曜日 たんぱく質 無機質 ビタミンＡ ビタミンＣ・食物繊維 炭水化物 脂肪

ごはん　牛乳 牛乳 米

14 和風メンチカツ メンチカツ 油

白菜のおかか和え かつお節 ほうれんそう 白菜　もやし 砂糖

月 けんちん汁 豆腐 にんじん　ねぎ 大根　しいたけ 里いも 油

家庭でとろう

中華丼
豚肉　えび　いか
うずら卵

にんじん
チンゲンサイ

白菜　玉ねぎ　たけのこ
しいたけ 米　かたくり粉 ごま油

15 牛乳 牛乳

春雨の酢の物 鶏肉 にんじん キャベツ 春雨　砂糖 ごま油

火 チーズ チーズ

家庭でとろう

小アップルパン　牛乳 牛乳 ドライアップル パン

16 鶏肉のピザ焼き 鶏肉 チーズ ピーマン 玉ねぎ パン粉

野菜のスープ煮 ベーコン にんじん　パセリ
玉ねぎ　キャベツ　しめじ
とうもろこし じゃがいも

水 クリスマスデザート デザート

家庭でとろう

ゆかりごはん　牛乳 牛乳 しそ 米

17 しっちょる鍋
鶏肉　いわし団子
みそ

にんじん
はなっこりー 白菜　ごぼう　しいたけ

里いも　ふ
こんにゃく 白ごま

厚焼きたまご 鶏卵

木 ほうれん草
にんじん キャベツ 砂糖 アーモンド

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

18 肉豆腐 牛肉　豆腐 にんじん 玉ねぎ　ごぼう　しめじ　白ねぎ
こんにゃく　ふ
砂糖 油

ちくわ磯辺揚げ ちくわ 青のり 油

金 酢の物 にんじん 大根　きゅうり 砂糖

家庭でとろう

ごはん　牛乳 牛乳 米

21 いわしの甘露煮 いわし

ゆずの香り和え 塩昆布 キャベツ　きゅうり　水菜　ゆず 砂糖

月 ほうとう 鶏肉　みそ
かぼちゃ
にんじん　ねぎ 大根 きしめん　里いも

家庭でとろう

ごはん　おかかふりかけ　牛乳 牛乳 米

22 鶏の唐揚げ 鶏肉 小麦粉　かたくり粉 油

キャベツと卵の炒めもの 鶏卵 小松菜　にんじん キャベツ 油

火 やかましいみそ汁 豆腐　油揚げ　みそ わかめ ねぎ 玉ねぎ　しめじ さつまいも

家庭でとろう

きなこ揚げパン きなこ パン　砂糖 油

23 牛乳 牛乳

ミートボールのケチャップ煮 ミートボール
にんじん
さやいんげん 玉ねぎ　しめじ じゃがいも　砂糖

水 ツナと海そうのサラダ ツナ わかめ キャベツ　きゅうり　とうもろこし 砂糖 油

家庭でとろう

酢　醤油　塩 7.7

冬休み中も、早ね・早起き・朝ごはんで、生活リズムを崩さないように気をつけましょう。 緑黄色野菜

塩 832

29.6

ケチャップ　ソース
コンソメ　塩　こしょう 346

塩　こしょう 363

煮干しだし 4.7

や：野菜、か：海そう、ま：豆製品、し：しいたけ（きのこ）、い：いも　をそろえたみそ汁です。 果物

【冬至（12月2１日）】冬至には、かぼちゃを食べて、ゆず湯に入り、風邪を予防する習慣があります。 乳製品

ふりかけ 848

塩　こしょう 29.9

27

醤油　塩 380

煮干しだし 4.8

酢　醤油　塩 5.9

焼き豆腐は、水切りした豆腐の両面を焼いたもので、豆腐に比べて崩れにくいので、鍋料理に向いています。 緑黄色野菜

760

790

醤油　みりん　酒 28.5

370

398

アーモンド和え 醤油 7.2

しっちょる鍋は、２００５年に旧山口市、阿知須町、秋穂町、徳地町、小郡町が合併した記念に、山口市の新名物として誕生した料理です。 海そう

【クリスマス献立】クリスマスデザートの登場です。お楽しみに！ 魚介類

779

煮干しだし 32.1

塩　こしょう
ピッツァソース 31.3

コンソメ　醤油
塩　こしょう 387

6.4

4.5

チーズは牛乳から作られます。牛乳の水分を抜き、発こう・熟成させたものがチーズになります。 いも類

829

中華だし　酒　塩
こしょう　醤油 760

30

醤油　酢 475

醤油 473

かつお昆布だし
酒　醤油　塩 4.8

白菜の旬は１１月から２月にかけてです。甘味があり、くせがないので、色々な料理に使われます。 淡色野菜

調味料等

熱量      kcal
たんぱく質  g

カルシウム  mg
食物繊維     mg

766

25.3

献　　立　　名
主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える 主にエネルギーになる

粘膜を強くして、抵抗力をアップするのに

欠かせないのがビタミンＡ，Ｃ，Ｅです。冬

が旬の野菜や果物、魚介類などに含まれてい

ます。

かぜ予防の第一はウイルスを体内に

入れないこと。そのため手洗いはとて

も効果的なかぜの予防法です。

疲れがたまると体の抵抗力がダウン

します。朝昼夕の食事を決まった時間

にとって生活リズムをつくり、早めの

就寝を心がけましょう。

成を受けています。



ます。 就寝を心がけましょう。


