
令和4年 １２月 学 校 給 食 予 定 献 立 表
【美星】 井原市学校給食美星調理場

わかめごはん 牛乳 牛乳 わかめ にんじん れんこん こめ むぎ 美星中

筑前煮 とりにく あつあげ ごぼう ほししいたけ こんにゃく 三温糖

キャベツのごま酢和え こんぶ ハム いんげん キャベツ　こまつな ごま

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく にんじん だいこん　はくさい こめ むぎ

キムチなべ 合鴨ボール やきどうふ チンゲンサイ えのきたけ ごま油 ごま 美星幼

卵ともやしのナムル みそ きんしたまご はくさいキムチ にんにく 三温糖 青野幼
ほうれんそう りょくとうもやし

ハヤシライス 牛乳 牛乳 ぎゅうにく にんにく たまねぎ こめ むぎ

海そうサラダ とりにく 海そうミックス にんじん マッシュルーム じゃがいも 三温糖

グリンピース キャベツ ごま

パン 牛乳 牛乳 だいず にんにく たまねぎ パン

ポークビーンズ ぶたにく ハム にんじん マッシュルーム じゃがいも 三温糖

ごぼうのごまマヨネーズサラダ いんげん ごぼう マヨネーズ ごま

いちごジャム小袋 きゅうり とうもろこし いちごジャム

麦ごはん 牛乳 牛乳 とりにく はくさい だいこん こめ むぎ

えびと厚揚げのうま煮 えび 厚揚げ にんじん いんげん こんにゃく 三温糖

糸かまぼことキャベツの和え物 糸かまぼこ しめじ キャベツ ごま

こまつな

ソフトめんのカレーソースかけ 牛乳 牛乳 ぶたにく にんにく たまねぎ ソフトめん

チーズとかぼちゃのサラダ ベーコン チーズ にんじん グリンピース 三温糖 マヨネーズ

バナナ マッシュルーム すりおろしりんご

かぼちゃ きゅうり　　バナナ

麦ごはん 牛乳 牛乳 さば だいこん ねぎ こめ むぎ

さばのおろし焼き 塩昆布 油揚げ キャベツ ほうれんそう ごま じゃがいも

塩昆布和え わかめ みそ にんじん たまねぎ

にらのみそ汁 にら

牛乳 牛乳 ぶたにく たまねぎ にんじん パン

野菜スープ だいず ベーコン とうもろこし グリンピース 三温糖 パン粉

りんご りんご じゃがいも

麦ごはん 牛乳 牛乳 とりにく しょうが キャベツ こめ むぎ

鶏肉のから揚げ かつお節 油揚げ にんじん たくあん ごま油 かたくり粉

たくあん和え とうふ みそ えのきたけ だいこん 小麦粉 揚げ油

赤だし ねぎ

赤じそごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく 赤じそ しょうが こめ むぎ 野上幼

豚肉と大根のうま煮 厚揚げ わかめ だいこん たまねぎ こんにゃく 三温糖

キャベツとわかめの甘酢和え ちりめん にんじん きぬさや

キャベツ

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく にんにく りょくとうもやし こめ むぎ

豚肉と野菜のオイスターソース炒め たまご わかめ しめじ キャベツ 三温糖 ごま油

卵スープ かまぼこ にんじん にら かたくり粉

みかん たまねぎ ねぎ　　みかん

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぎゅうにく しょうが たまねぎ こめ むぎ

肉じゃが 厚揚げ 糸かまぼこ にんじん きぬさや じゃがいも こんにゃく

白菜のごま和え こまつな はくさい 三温糖 ごま

麦ごはん 牛乳 牛乳 ぶたにく にんにく しょうが こめ むぎ

マーボー豆腐 とうふ みそ たまねぎ にんじん ごま油 かたくり粉

大根の中華和え ハム たけのこ ねぎ ごま 三温糖

ほししいたけ だいこん　チンゲンサイ

牛乳 ハム たまねぎ にんじん こめ むぎ

コーンピラフ 牛乳 とりにく ベーコン とうもろこし グリンピース サラダ油 じゃがいも

鶏肉のマスタード焼き パセリ キャベツ チョコレートケーキ

野菜ソテー こまつな にんにく

ミネストローネ　　　チョコレートケーキ いんげん トマト

牛乳 ぶたにく しょうが かぼちゃ こめ むぎ 青野幼

麦ごはん 牛乳 厚揚げ 糸かまぼこ たまねぎ いんげん こんにゃく 三温糖

かぼちゃのそぼろ煮 こんぶ だいこん はくさい

野菜のゆず香和え にんじん ゆず

しそ昆布佃煮小袋 しそ

しょうゆラーメン 牛乳 牛乳 ぶたにく メンマ とうもろこし 中華めん

しゅうまい しゅうまい ツナ たまねぎ はくさい 三温糖
キャベツの中華和え にんじん りょくとうもやし ごま油

ねぎ キャベツ

ライスのえびソースかけ 牛乳 牛乳 えび たまねぎ にんじん こめ 美星中

ハムとれんこんのサラダ ベーコン ハム グリンピース マッシュルーム 三温糖 マヨネーズ

みかん れんこん こまつな

みかん

※　給食食材の仕入れ状況により献立を変更する場合があります。ご了承ください。 は地場産物（県内産含む） ｂ
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《クリスマス献立》

《冬至の献立》
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日（曜日） 小学校基準量 １日(木) ２日(金) ５日(月) ６日(火) ７日(水) ８日(木) ９日(金) １２日(月)

エネルギー kcal 630 602 644 652 728 602 700 651 699

たんぱく質  g 28.4(20.4～31.6) 26.1 25.4 22.8 30.4 26.7 23.4 27.3 28.4
カルシウム  mg 350 369 363 306 374 361 321 339 321

１３日（火） １４日(水) １５日(木） １６日(金） １９日(月) ２０日(火) ２１日(水) ２２日(木) ２３日(金)

658 683 650 628 633 668 648 653 646

31.4 23.4 26.6 22.1 27.6 29.7 21.9 27.0 24.5
328 347 305 405 396 353 332 314 361

1２月分　給食の栄養価


