
１２月の目標

小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

パン 牛乳 パン 669 821

2 はなっこりーのクリームスパゲティ ベーコン 牛乳 にんじん はなっこりー　たまねぎ　しめじ スパゲティ　小麦粉 バター 23.8 29.0

イタリアンサラダ ささみ あかピーマン キャベツ　きゅうり　とうもろこし さとう オリーブオイル

月 みかん みかん

ごはん 牛乳 こめ 600 745

3 さばのしょうが煮 さば　 しょうが さとう 26.2 29.7

野菜のごま酢和え ちくわ にんじん はくさい　もやし さとう ごま

火 とりごぼう汁 とりにく　あぶらあげ にんじん　こまつな ごぼう　たまねぎ

わかめごはん 牛乳　わかめ こめ 630 834

4 パワーとんかつ ぶたにく こむぎこ　パン粉 あぶら 23.6 30.0

二島産ごまあえ しらすぼし にんじん　ブロッコリー キャベツ　きゅうり さとう ごま

水 オリジナルやかましいみそ汁 とうふ　あぶらあげ　みそ （こんぶ） にんじん　ねぎ たまねぎ　しめじ　だいこん さつまいも

ごはん 牛乳　 こめ 606 777

5 白身魚のゆずみそ焼き ホキ　しろみそ ゆず果汁 27.3 33.5
ゆかり和え にんじん キャベツ　きゅうり　ゆかり

木 おでん とりにく　うずらたまご　ちくわ　がんもどき こんぶ にんじん だいこん さといも　さとう

ごはん 牛乳　 こめ 554 779

6 ビビンバ ぎゅうにゅう にんじん　ほうれんそう もやし　 さとう ごま 20.2 27.7

キムチチゲ ぶたにく　とうふ わかめ にんじん　ねぎ たまねぎ　だいこん　はくさい　えのきたけ

金 りんご　ハニーピーナッツ りんご ピーナッツ

パン　 牛乳 パン　 568 727

9 ハンバーグのホワイトソース ハンバーグ 牛乳 ホワイトルウ 23.6 30.1

アーモンドサラダ にんじん キャベツ　きゅうり さとう アーモンド　あぶら

月 石のスープ ぶたにく　 にんじん　ブロッコリー たまねぎ　かぶ　セロリ じゃがいも

ごはん 牛乳 こめ 595 760

10 あじの塩焼き あじ 25.8 31.4

きんぴらビーフン にんじん　いんげん ごぼう さとう　ビーフン ごま

火 さつまいものみそ汁 とうふ　みそ わかめ にんじん　こまつな たまねぎ　えのきたけ さつまいも　

ごはん　のりつくだに 牛乳　のり こめ 570 788

11 キャベツのごま酢和え ちくわ にんじん キャベツ　きゅうり ごま　さとう 19.9 24.4

しっちょるなべ いわし ねぎ　にんじん はくさい　ごぼう　はなっこりー　しいたけ さといも　ふ

水 みかん みかん

アップルパン 牛乳 りんご パン 573 725

12 さといもグラタン とりにく　 牛乳　チーズ たまねぎ　はなっこりー さといも　パン粉 ホワイトルウ 23.7 28.9

大根サラダ ツナ にんじん だいこん　きゅうり さとう あぶら

木 野菜スープ にんじん　チンゲンサイ たまねぎ　しめじ　キャベツ じゃがいも

肉類・果物

緑黄色野菜・乳製品

「しっちょるなべ」とは、平成17年10月1日に１市４町が合併し、新山口市となったことを記念して作られた料理です。レシピを載せています。ぜひ作ってみてください。

魚・果物

小魚・果物

乳製品・豆類

まごわやさしい
こんだて

二島小健康委員会考案献立＜健康委員会特製ランチ＞
　健康委員会5名がみんなが喜びそうなおかずを選び、もちろん栄養バランスも考えながら、1食分の献立を考えました。「やかましいみそ
しる」は海藻が入ってなくてこのままだと「やましいみそしる」になることに気づき、海藻の昆布でだしを取ることでなんとか「やかましい
みそしる」にしました。二島産の野菜がたくさん入った献立です。味わって食べてください。

緑黄色野菜・果物

いも類・魚類

豆類・きのこ類

ブックランチ

ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

魚類・いも類

ブックランチ

令和元年度1２月

二島学校給食共同調理場　給食予定献立表

（二島中） 日本の食文化を知ろう
※牛乳は毎日つきます。

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

おもに体を作るもとになる おもに体の調子をととのえる おもにエネルギーのもとになる

「オオカミと石のスープ」

冬の夜、オオカミがめんどりの家にやってきた。「暖まらせてくれたら石のスープをごちそうしますよ」石のスープってなあに？ し

りたくなっためんどりは、オオカミを家にいれてしまう。でもすぐに、また戸をたたく音が…？ 気弱なオオカミとのんきな動物たちの

やりとりが楽しい絵本です。寒くなってきたのであったかいスープが食べたくなりますね。さて、「石のスープ」はどんな味がするので

しょうか？石からだしが出るのでしょうか？お楽しみに！

★作り方★
〈雑魚団子を作る〉
① フードプロセッサーに、雑魚、（Ａ）の材料（長ネギは適当な大きさに切っておく）を加え、小骨が気にならなくなるまでよく混ぜる。
〈その他の具を切り，鍋で煮る〉
② 白菜は大きめのザク切りにし、にんじんは細切りにする。ごぼうは、笹がきにして水にさらす。
③ 里芋は、皮をむいて輪切りにし、塩（分量外）でもんでぬめりを洗い流す。椎茸は軸を取って薄切りにする。
④ 鍋にだし汁と鶏肉、里芋、にんじん、椎茸、白菜、安平麩（水で戻したもの）を入れて火にかけ、雑魚のつみれを適当な大きさにスプーンですくって入れる。

アクが出てきたら取り、里芋にほぼ火が通ったら、水気を切ったごぼうを加えて（B）の調味料を加える。
⑤ ボールにすり胡麻、味噌を入れ、ゴムベラなどでよく練り混ぜる。
（すり鉢に炒り胡麻を入れてすり、味噌を加えてすり混ぜるという方法でもよい）

⑥ ⑤を④の汁適量でのばしてから鍋に加え、はなっこりーを入れてひと煮立ちさせたら出来上がり。
⑦ 最後に茹でた鳴滝そうめんを鍋に加える。

家族であたたかい「しっちょ
る鍋」をかこみながら、山口の
味を味わってみてはいかがで
しょう。

★材料★ ４人分
雑魚（頭・内臓・尾を除く）300g
（Ａ） すりおろし生姜 １かけ分

長ネギ 1/2本
塩 少々
酒 小さじ２
醤油 小さじ２
片栗粉 大さじ２

だし汁
（水８カップ、昆布10cm角２枚）
すり胡麻 50g
味噌 大さじ４
（Ｂ） 酒 大さじ３

塩 小さじ１と1/2
醤油 小さじ３

鳴滝そうめん ２束

鶏肉 ２００ｇ
白菜 1/4個
春菊 1束（２００
ｇ）
ごぼう 1/2本
にんじん １/2本
しいたけ ４枚
里芋 ４個
はなっこりー ４本
安平麩 ４個



小学校 中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

肉・魚・卵・大豆 乳製品・海草・小魚 緑黄色野菜 その他の野菜・果物 穀類・芋・砂糖 油脂・種実類

ごはん 牛乳 こめ 617 794

13 いわしのアングレース いわし さとう　パン粉 あぶら 26.5 32.7

はなっこりーとれんこんのごま和え はなっこりー　れんこん さとう　ごま

金 けんちん汁 とうふ にんじん　ねぎ だいこん　しいたけ さといも　

パン 牛乳 パン 652 820

16 根菜のごまマヨ和え ツナ にんじん れんこん　ごぼう　きゅうり　とうもろこし ごま　マヨネーズ 25.7 31.9

ベーコンとかぶのクリーム煮 ベーコン 牛乳 にんじん　ブロッコリー かぶ　たまねぎ　はくさい ホワイトルウ

月 ぐりとぐらのカステラ たまご 強力粉　さとう　はちみつ

ごはん 牛乳 こめ 628 832

17 焼きししゃも ししゃも 26.7 35.6

ひじき炒め さつまあげ ひじき にんじん ごぼう さとう

火 大根のみそ煮 ぶたにく　がんもどき　なまあげ　しろみそ にんじん　いんげん だいこん さといも　さとう

ごはん 牛乳　 こめ 539 721

18 中華丼の具 ぶたにく　さつまあげ にんじん　チンゲンサイ にんじん　キャベツ　たまねぎ　たけのこ でんぷん ごまあぶら 20.7 26.9

シューマイ シューマイ

水 中華和え ツナ にんじん もやし　きゅうり さとう ごまあぶら

パン 牛乳 こめ 682 854

19 とりのから揚げ とりにく でんぷん あぶら 26.9 34.0

クリスマスサラダ ☆型チーズ 赤ピーマン はなっこりー　だいこん さとう あぶら

木 コンソメスープ にんじん　こまつな たまねぎ　とうもろこし じゃがいも

セレクトケーキ ケーキ

ごはん 牛乳 こめ　 638 829

20 手作り冬至カレー ぶたにく　 にんじん　かぼちゃ たまねぎ　グリンピース　りんご じゃがいも　こむぎこ バター 18.7 23

ゆずの香サラダ にんじん だいこん　はなっこりー　ゆず果汁 さとう あぶら

金 りんご りんご

黒糖パン 牛乳　 パン　こくとう 634 806

23 チキンリゾット とりにく にんじん たまねぎ　はなっこりー こめ バター 22.2 28.2

れんこんサラダ ささみ にんじん　ブロッコリー れんこん ごま　マヨネーズ

月 みかん みかん

ごはん 牛乳 こめ 570 728

24 ふわふわ丼の具 とりにく　たまご　とうふ にんじん　ねぎ たまねぎ　 ふ　さとう 22.1 27.2

キャベツの昆布和え こんぶ にんじん　こまつな キャベツ　きゅうり ごま

火 オレンジ オレンジ

豆類・いも類

乳製品・野菜類

海藻・いも類

魚類・きのこ類

甘いもの・脂っこい
ものは控えましょう

豆類・魚類

冬至献立

22日は冬至です。冬至の日にかぼちゃを食べたり、ゆず湯に入ったりすることで、冬の健康を願う風習が今も続いています。

魚類・いも類

ブックランチ

豆類・野菜類

ブックランチ

海藻・緑黄色野菜

献　立　名
材　　　　　料　　　　　名

おもに体を作るもとになる おもに体の調子をととのえる おもにエネルギーのもとになる ｴﾈﾙｷﾞｰ（kcal）・たんぱく質（ｇ）

家庭でとりたい食品

行事食・旬の献立等

「大根はエライ」

さまざまな料理で使われている大根。生でも煮てもおいしい。薬味として主菜の味を引き立てたり、いっしょに煮たものの味を引き立

てたり。人気も実力もあるのに、どこか奥ゆかしい。メインの食材を引き立てる脇役に徹している感じがします。日本でいちばん食べら

れている野菜なのに、なぜでしょう？ その理由を考えるうちに、大根に「派手に生きるだけが人生じゃないぜ！」と教えられているよ

うな気がしてきます。大根のおいしい季節です。だしの味がしみこんだ大根を食べながら、「大根はエライ」とほめてあげませんか？

12月はクリスマスや年末の慌ただしさから食生活が乱れ、あぶらものの多い食事が続きま

す。またアイスクリームやチョコレート、ケーキなどにもあぶらはたくさん使われています。

あぶらなど脂質のとりすぎは太りすぎの原因になり、またそうした食事が習慣化すると、子

どもの将来の健康を揺るがす生活習慣病の遠因にもなります。1年を締めくくる12月こそ「野

菜たっぷり」を心がけ、体の中も大そうじしましょう。

たっぷりのビタミンＡ

食物繊維もたっぷり！

がん予防が期待できる

体内でビタミンＡとな

るカロテンが豊富で、

ビタミンＣもキャベツ

の３倍くらいあります。

ミネラルもたっぷり！

鉄、亜鉛、カルシウム

が含まれ、また、カル

シウムの吸収を助ける

ビタミンＫも多い野菜

です。

食物繊維は脂肪の吸収

を抑えます。かみごた

えのある野菜なので、

満腹感も得やすく、食

べすぎを防ぎ、便秘の

予防にも役立ちます。

アメリカの国立がん研

究所の発表によります

と、「スルフォラファ

ン」というファイトケ

ミカルが発がん物質の

解毒や活性酸素を除去

することがわかりまし

た。特に、ブロッコ

リーのスプラウトに特

に多く含まれています。

12月は野菜で体の中も大そうじ!

ブロッコリーは花のつぼみと茎を食
べる珍しい野菜です。かぜ予防に役立
つビタミンのほか、体によいさまざま
な栄養素も豊富です。二島はブロッコ
リーの産地で、給食でもたくさん使わ
せていただきます。

二島産

「ぐりとぐら」

野ねずみのぐりとぐらがこの世で一番好きなのは、お料理すること食べること。ある日2ひきは森でとても大きなたまごを見つけま

した。そしてそのたまごでカステラを作ることに決めましたが・・・どんなおいしいカステラができるのでしょうか？

給食でカステラを作ることは初めてで、何回か試作をしました。当日うまくできるか、ぐりとぐらとは違うドキドキしますが、みな

さんにおいしいカステラを届けられるよう、給食室一同がんばります！


