
　令和３年　　中学校

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群
たんぱく質 無機質 カロテン ビタミンC，他 炭水化物 脂質

牛乳

1 水 焼きそば 豚肉 青のり 人参　ピーマン キャベツ　玉ねぎ　しめじ 中華めん 油 酒　焼きそばソース　中濃ソース　ウスターソース　こしょう

ショーロンポー③ 豚肉 キャベツ　玉ねぎ ショーロンポーの皮

もやしときくらげのサラダ もやし　きくらげ　スイートコーン 砂糖 油 酢　しょう油

蒸しパン 蒸しパン

2 木 ごはん ごはん

サバの竜田揚げ さば 生姜 でん粉 油 酒　しょう油

昆布和え 塩昆布 白菜　きゅうり

豚汁 豚肉　豆腐　みそ 人参　こまつな ごぼう　大根　ねぎ こんにゃく 油 酒　削り節

3 金 丸パン 丸パン

煮込みハンバーグ 鶏肉　大豆 玉ねぎ　マッシュルーム 砂糖 油 デミグラスソース　ケチャップ　塩　ウスターソース　ワイン

粉ふきいも パセリ じゃが芋 塩　こしょう

ジュリエンヌスープ 鶏肉 人参　ほうれん草 玉ねぎ　キャベツ 油 酒　チキンブイヨン　塩　こしょう　しょう油

6 月 ごはん ごはん

鶏肉 人参 生姜　玉ねぎ　にんにく
じゃが芋　小麦粉

砂糖
油

酒　塩　カレー粉　チャツネ　ケチャップ

しょう油　ガラムマサラ　がらスープ

豆腐　魚肉すり身 玉ねぎ 油

海藻サラダ（ドレッシング）
わかめ　桜草

昆布
スイートコーン　キャベツ ごまドレッシング

7 火 ごはん　大麦

焼肉 豚肉 生姜 砂糖 油 しょう油　酒

チンゲン菜の炒め物 ハム チンゲン菜 しめじ 春雨 油 塩　こしょう　オイスターソース

カニ風味かまぼこ こまつな えのきたけ　ねぎ　きくらげ しょう油　塩　こしょう　がらスープ

8 水 鶏けんちんうどん（ソフトメン） ソフトメン

鶏けんちんうどん（鶏けんちん汁） 鶏肉　油揚げ 人参 椎茸　白菜　ねぎ 砂糖　でん粉 油 酒　しょう油　みりん　塩　削り節

蓮根の天ぷら 卵 れんこん 小麦粉 油

のり酢あえ ツナ のり ほうれん草 もやし　 しょう油　酢

9 木 ごはん ごはん

ホッケの塩焼き ほっけ 塩

豚肉とごぼうの炒り煮 豚肉 人参 生姜　ごぼう　枝豆 しらたき　砂糖 油 酒　しょう油　みりん　七味唐辛子

ごま味噌汁 鶏肉　生揚げ　みそ こまつな 玉ねぎ　大根 さつまいも　 油　ごま 酒　削り節

10 金 食パン 食パン

チョコクリーム チョコレートクリーム

野菜コロッケ（ソース） 人参 グリンピース じゃが芋　パン粉 油 中濃ソース

ペンネたらこクリームソース たらこ クリーム　牛乳 しめじ　にんにく マカロニ バター 塩　こしょう　しょう油

キャベツのスープ ベーコン 人参　ほうれん草 キャベツ　玉ねぎ　セロリ 油 酒　塩　ポークブイヨン　こしょう　しょう油

13 月 ごはん ごはん

イカのにんにく味噌焼き いか　みそ にんにく 砂糖 しょう油　みりん　酒　七味唐辛子

きんぴらごぼう 豚肉 人参 ごぼう　 砂糖 油 酒　しょう油　みりん

けの汁 油揚げ　凍り豆腐　みそ 人参 大根　ふき　ぜんまい こんにゃく　じゃが芋 削り節

14 火 麦ごはん ごはん　大麦

タッカルビ 鶏肉 人参 にんにく　玉ねぎ　しめじ 砂糖 油 酒　コチュジャン　しょう油　こしょう

やみつきもやし こまつな もやし 油 しょう油

トック チンゲン菜　人参 ねぎ　椎茸 トック がらスープ　しょう油　塩　こしょう

15 水 肉味噌ごまうどん（ソフトメン） ソフトメン

肉味噌ごまうどん（肉味噌ごま汁） 豚肉　みそ 人参　にら もやし　ねぎ　生姜　スイートコーン　にんにく 油　ごま 酒　しょう油　豆板醤　がらスープ

大学芋③ さつまいも　砂糖 油 しょう油　みりん　酢

華風和え 人参 白菜　きゅうり 砂糖 油 酢　しょう油

16 木 ごはん ごはん

豚肉と白滝のピリ辛炒め 豚肉 にんにく　生姜　ねぎ しらたき　砂糖 油 酒　しょう油　みりん　豆板醤

ざくざくキャベツ 人参 キャベツ 油 しょう油

なめこの味噌汁 生揚げ　みそ だいこん葉 なめこ　大根　ねぎ 削り節

17 金 ミルクパン ミルクパン

タンドリーチキン 鶏肉 ヨーグルト にんにく 酒　ケチャップ　カレー粉　こしょう　塩

ブロッコリーのガーリックソテー ベーコン ブロッコリー しめじ　にんにく 油 ワイン　塩　こしょう　しょう油

ミネストローネ ウインナー 人参　トマト 玉ねぎ　セロリ マカロニ　砂糖 油 塩　チキンブイヨン　ケチャップ　こしょう

デザート 大福アイス

20 月 ごはん ごはん

親子煮 鶏肉　卵 人参 生姜　玉ねぎ しらたき　ふ　砂糖 油 塩　酒　しょう油

木の葉かまぼこ かまぼこ

おかかあえ かつお節 人参　こまつな キャベツ しょう油

21 火 麦ごはん ごはん　大麦

エビの水晶包み② えび　たら　豚肉 米粉

麻婆春雨 豚肉 人参　にら たけのこ　ねぎ　にんにく　生姜 春雨　砂糖 油 酒　しょう油　甜麺醤　みりん　豆板醤

もやしのスープ 鶏肉 もやし　玉ねぎ　生姜 油 酒　しょう油　塩　こしょう　がらスープ

22 水 ごはん ごはん

サンマの蒲焼き さんま 生姜 でん粉　砂糖 油 酒　しょう油

ゆず香和え 昆布 人参 白菜　ゆず果汁 塩　しょう油

ほうとう 鶏肉　油揚げ　みそ かぼちゃ　人参 ごぼう　まいたけ　ねぎ ほうとう　里芋 酒　削り節

23 木 ごはん ごはん

ビビンバ（肉味噌） 豚肉　大豆　みそ にんにく　生姜 砂糖 油　ごま 酒　しょう油　みりん　コチュジャン

ビビンバ（ナムル） 人参　ほうれん草 もやし 油 塩　しょう油

チンゲンサイのスープ ベーコン チンゲン菜　人参 玉ねぎ　きくらげ　生姜 油 酒　がらスープ　しょう油　塩　こしょう

24 金 クロワッサン クロワッサン

フライドチキン 鶏肉 生姜
でん粉　小麦粉

コーンスターチ
油 ガーリックパウダー　酒　塩

クリスマスサラダ（ドレッシング） パプリカ ロマネスコ　カリフラワー イタリアンドレッシング

ポークシチュー 豚肉 クリーム 人参 にんにく　玉ねぎ　マッシュルーム　 油　バター
塩　ワイン　こしょう　トマトピューレ　デミグラスソース

エスパニョールソース　ポークブイヨン

デザート クリスマスケーキ

＊天候等により，使用する食材が変更になることがあります。

＊加工食品は主要な材料を記載しています。

＊スプーン・フォークの欄は紙面の都合上記載をしておりません。メニューによりご持参ください。

◎不明な点は給食センターへお問い合わせください。Tel:0297－82-3363
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主な材料名
主に血や筋肉，骨になる 主に体の調子を整える 主にエネルギー源になる

牛乳

日 曜日 献立名

毎日

献 立 表

栄　養　素 基準量 月の平均

エネルギー（Kcal) 830 829

食塩（ｇ） 2.5 2.7


