
ムー年度　　eeizR ���予定 �献立 �秦　　　岡本中学校 ．面 目 2 �和乃 曜日 月 �つと 　　献立名 青菜ごほん牛乳ふしめん汁 �血や肉にたる �熟や力の元になる �体の調子を整える �栄養 ��価 �備考 
一言． 牛乳．油櫓tf，鶏肉，離肉．みそ �ごはんふしめん上白糖． �にんじん，ごぼう．ほうれんそう． �82 30， �8KcaI 89 �� 

豚肉のしょうが焼き 里芋のごま味噌和え ��さといも．ごま �干し鞭賛．えだまめ �23．9な 3．1な 

3 �火 �はちみつレモントースト牛乳 �牛乳，ウインナー，オムレツ �食パン．マ一升lン．はちみつ． �レモンピューレ，だいこん． �843KcaI 28．2重 33．18 3．2g ��� 冬野菜スープオムレツ ボイルプロツユノー ��ゲラニュー糖，さつまいも． 上白糖マヨネーズ �だいこん業．王葱．はくさい． にんじん，しめじプロツユノー 

4 �水 �ごほん牛乳すいとん汁 ぶりの照り焼き白菜のごま和え �牛乳、油継げ．鶏肉．ぶり �ごほん．すいとん．ごえ上白糖 �だいこん．ねぎはくさい．もやし． にんじん � �6I（cai 88 2な 4な �� 

5 �木 �ロールパン牛乳 �牛乳．鶴ひき肉．照ひき肉， たまご鶏ささ身ハム �ローlレくン．パン聯小麦粉． かたくり粉，瀧．上白京 さつまいも．マヨネーズ フレンチドレッシング �玉葱．はくさい．しめじにんじん． � �2Kcal 3g 6g ．2g ��テストの為 手作り肉団子のグノーム煮 ささみのレモン煮さつまいもサラダ ���とうもろこしレモンピューレ． きゅうり ����1、2年生なし 

6 �金 �ごほん牛乳味噌ワンタンスープ �牛乳．豚肉．なると．わかめ �ごほん，干しワンタン．ビーフン． �とうもろこし．もやし．にんじん． はくさい．ねぎキャベツ．にら． � �3Kcai ．7g ．88 ．9g �� 
豚キムチ炒め ��油．かたくり粉．ごま濃 �はくさいキムチ 

9 �月 �‾ぽん牛乳肉じゃが �牛乳．豚肉Iウインナー．のり �ごほん．じゃがいも．しらたき， �にんじん，ダノンピース．玉穂， � �3KcaI ，08 ．4g ．8g ��ウインナー 
－ ウインナ－磯和えふりかけ ��上白輸、着 �ほうれんそう．もやし ����2本 

10 �火 �坦々麺（ホットラーメン）牛乳 �牛乳豚ひき肉．敵手 �ホットラーメン．かたくり粉， �ザーサイ．玉葱．にんじん．ねぎ � �OKcal ．6g 、lt ．4裏 ��鮫子 
揚げ鮫子もやしのナムル ��油．ごま油ごま �もやしキャベツ ����2倍 

11 �水 �肉どんぶりジョアのつぺい汁 �ジョア，豚肉Iなると．豆粛 �ごほん．しらたき．三濃越．濃． さといもかたくり扮 �玉葱．にんじん．えのき．だいこん． �810K 32．0g 19．4g 2．49 ��caI � 
フライドポテト �臓を竹輪 �じゃがいも．油 �ねぎ 

12 �木 �セルフまぐろカツバーガー牛乳 �牛乳．まぐろカツ．豚肉． �丸型サンドパン．濃． �ブロッコリー，玉葱．にんじん． とうもろこし．トマト缶．キャベツ， � �17KcaI ．4な ．8g ．Og �� 
ポークシチュー野菜ソテーみかん �ベーコン �じゃがいも． �もやし．みかん 

13 �金． �ごほん牛乳豆腐の味噌汁 �牛乳．豆虞．油続けわかめ． �ごはん三温糖 �ねぎえのき．なめこ．キャベツー � �Kcd g g t ��柔らか煮 
鶏肉の柔らか煮刻み漬け �みそ．鶏手羽元．かつお節 ��きゅうり．たくあん潰 ����2本 

16 �月 �ごはん牛乳春雨スープ �牛乳．ホキ．鵠ひき肉 �ごほん．はるさめ．かたくり扮 �圭葱．にんじん．キャベツ．もやし， とうもろこし．だいこんiねぎ � �16KcaI ．2g ．38 ．7g �� 
白身魚のチリソースもやしソテー ��瀧上白糖 �ピーマン 

17 �火 �アーモンドトースト牛乳ABCスープ 肉団子ジャーマンポテト �牛乳．鶏肉．肉団子．ウインナー �食パン．アーモンドマカロニ． マ一升ノン．三重鞭． じゃがいも �にんじん．もやし玉葱， とうもろこし �807 29．2g 31－8な 2．6g ��XcaI �肉団子 2億 

18 �水 �茶飯牛乳おでん風煮 �牛乳燥き竹輪．さつま鋤け �ごほん．さといも．こんにゃく �だいこん．にんじん．レンコン． �826KcaI 28．1g ��� 
野菜チップス �ウインナー．こんふうずら弗 �じゃがいも．油 �ごぼう �25．5 3．1 ��g g 

19 �木 �ロールパン牛乳クラムチャウダー �牛乳．ベーコン．あさり．鶏肉、 �ロールパン，じゃがいも．瀧． �にんじん．王蓋，マッシュルーム缶． �8 3 3 �12KcaI 5．0g 2．3g 3．2g �� 
照り焼きチキンごぼうサラダ �ハム �上白絡マヨネーズ �とうもろこし．ごぼう．さゆつり 

－20 �金 �ポークカレー（麦ご飯）牛乳 もみの＼木ハンバーグスターサラダ クリスマスゼリー �牛乳．罵肉ハンバーグ． チーズ �妻ごほんじゃがいも． I均一上白絡．ゼリー 　● �にんじん．玉葱．りんごソース． キャベツ，きゅうり．ブロッコリー． とうもろこし �85 26． 23 2 iiit ��caI � 

※　材篭の連合により、献立を実更する場合がありますので、勧了承くたさいo ������エネルギー　830kcaI‾ たんばく賛　30．0g 

1室蘭，＿ふ，＿〟は，＿監生 ���．＿＿．1浸し三重●　　　や手イ臆し ���註肪∴∴∴25．0g 壇分　　2．5重 

ことし　きいき　　　　つき　　　　　　　　　こ　び　　　　ふ　　　む　ちぢ

いよいよ今年も最後のひと月となりました。木枯らしが吹き、身が縮む

ような賢い華も・子どもたちは蒜、誓、：÷舅で崖蕪碁
もだんだんと増えてきているようです。風邪を予防するには、外から帰っ

とさ　てあら　　　　　　　　　　　　　　纏こな　　れ、よう　　　　　　　　　しをくじ

てきた時の手洗い・うがいをしっかりと行い、栄美バランスのよい食事と
じ●う飯ん　き●うよう　　　　できど　ろんどう　から磨　ていこう○よく　亀か　　　　　　越し1せつ

十分な休養、”そして適度な運動で休の抵抗力を高めることが大切です。

峰や暮す　峰や郵　　　　　　　　　　　　　　　てこ　tr′∪くま∴∴事教ブl⊂報‘輔を掴聾還叢
田園醒園田

季節の食材
にんじん・ごぼう・ほうれんそう・

だいこん・はくさい・キャベツ・

さといも・さつまいも・あざ
みかん・ぶり

雷す申
篭l語攫　曇
富　農簾につIl璃えよう意

年すす単軸j

冬休み明けの給食は

1月9日（木）からです。

よろしくお願いします。
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