
たのしい　きゅうしょく 令和元年11月霜月

1日 614
24.7
1.8

とうふ にんじん こめ　むぎ

えび ねぎ かたくりこ

うずらたまご はるさめ

ツナ

ぎゅうにゅう はくさい　たまねぎ あぶら

きくらげ　しょうが ごまあぶら

きゅうり　もやし ごま

キャベツ　もやし

ひにち エネルギー
（Kcal)

たんぱく質（g)
塩分（ｇ） 5日 641

26.8
2.2

6日 646
24.8
2.1

7日 659
26.7
2.8

8日 675
22.9
2.0

赤 緑 黄 ぶたにく にんじん こめ　むぎ とりにく にんじん こめ　むぎ とりにく　あぶらあげ かぼちゃ こめ　むぎ あきよしだいこうげんぎゅう にんじん こめ　むぎ

とうふ ねぎ さつまいも ちくわ こまつな こんにゃく かつおぶし にんじん さとう あかみそ ほうれんそう さとう

たんぱく質 カロテン 炭水化物 さわら こんにゃく なまあげ じゃがいも あかみそ　しろみそ ほうとう とうふ ねぎ さつまいも

みそ うずらたまご さとう あつやきたまご だいず

赤 緑 黄 ぎゅうにゅう ごぼう　とうがん マヨネーズ ぎゅうにゅう だいこん ごま ぎゅうにゅう しろねぎ　だいこん ぎゅうにゅう しょうが　にんにく あぶら

チーズ しめじ　まいたけ こんぶ キャベツ ごまあぶら のりのつくだに はくさい もずく だいずもやし　たけのこ ごま

無機質 ビタミン 脂質 しおこんぶ はくさい しらすぼし しめじ きゅうり きりぼしだいこん

きゅうり みかん ねりうめ たまねぎ　えのきたけ

11日 694
24.3
2.8

12日 668
33.0
2.0

13日 719
24.1
2.6

14日 668
23.5
2.8

15日 654
23.6
2.0

とりにく ★にんじん パン とりにく ★ほうれんそう ★こめ ハモフライ ★にんじん ★こめ とりにく ★にんじん うどん★こめ ぶたにく ★にんじん ★こめ

ウインナー パセリ ★じゃがいも とうふ ★にんじん こめこ ★あきよしだいこうげんぎゅう ★ねぎ ★こんにゃく あぶらあげ ★こまつな さとう なまあげ ★ほうれんそう ★さといも

だいず さとう ★ねぎ かたくりこ とうふ さとう ハム ★こんにゃく さやいんげん さとう

さとう みそ ★さつまいも とうふ ★さつまいも

ぎゅうにゅう ★キャベツ マヨネーズ ぎゅうにゅう ★キャベツ ごま ぎゅうにゅう ★れんこん あぶら ぎゅうにゅう ★だいこん ぎゅうにゅう ★たまねぎ あぶら

ひじき ★とうがん ほしのり ★たまねぎ ★だいこん ごまあぶら わかめ ★キャベツ わかめ ★ごぼう

★ごぼう★きゅうり たけのこ ★しいたけ ★きゅうり ★はくさい

みかん ★だいこん ★はくさい みかん

18日 705
23.2
2.4

19日 684
27.2
1.8

20日 602
28.3
2.5

21日 616
23.7
2.7

22日 634
22.9
2.3

ベーコン かぶのは こめこパン とりにく ★にんじん ★こめ さば にんじん こめ　むぎ ベーコン にんじん スパゲティ とうふ　みそ にんじん こめ　むぎ

ミックスドビーンズ にんじん じゃがいも とうふ さやいんげん ★こんにゃく はもだんご ねぎ さとう いか　あさり パセリ さとう とりにく ねぎ さつまいも

ツナ トマトかん せつきあじのてんぷら ★さといも とうふ みずな じゃがいも ツナ むしパンミックス こうやどうふ ほうれんそう さとう

あぶらあげ さとう たまご

ぎゅうにゅう かぶ　たまねぎ マヨネーズ ぎゅうにゅう ★だいこん あぶら ぎゅうにゅう しょうが　たまねぎ ぎゅうにゅう たまねぎ バター ぎゅうにゅう たまねぎ あぶら

しめじ　セロリ ほししいたけ ごま わかめ えのきたけ なまクリーム しめじ あぶら なめこ

にんにく　きゅうり ★れんこん やきのり だいこん　もやし かいそうミックス きゅうり ほししいたけ

とうもろこし キャベツ はくさい みかん

25日 739
26.6
2.6

26日 601
27.9
2.3

27日 711
24.0
2.8

28日 639
32.0
2.1

29日 646
22.9
2.2

ぶたにく にんじん こめこパン うちまめ ねぎ こめ　むぎ とりにく にんじん こめ　むぎ ニジマス だいこんのは こめ　むぎ あきよしだいこうげんぎゅう にんじん こめ　あかまい

ミートボール チンゲンサイ じゃがいも あぶらあげ にんじん さといも うすらたまご ブロッコリー じゃがいも とうふ にんじん こめこ なまあげ こまつな こんにゃく

ひよこまめ マカロニ あかみそ　しろみそ ツナ ほうれんそう さとう ねぎ おのちゃめん みそ さとう

ベーコン さとう さけ さとう さつまいも

ぎゅうにゅう たまねぎ　しめじ あぶら ぎゅうにゅう だいこん　ごぼう ぎゅうにゅう たまねぎ あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ あぶら ぎゅうにゅう だいこん あぶら

グリンピース しそひじき えのきたけ わかめ しょうが　にんにく えのきたけ ごま ごぼう

とうもろこし はくさい ヨーグルト すりおろしりんご だいこん はくさい

りんご きゅうり キャベツ はくさい　きゅうり みかん

★学校給食で使用している県産食材は、「学校給食県産食材利用拡大事業」により、JAグループ山口、山口県等から一部助成を受けています。

ぎゅうにゅう　しろごはん

さつまいもごはん

【一口メモ】

ぎゅうにゅう　しろごはん ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう　せわりパン

カブのトマトスープ

【郷土料理の日・福島県】
打ち豆汁

ヨーグルトにはカルシウムがたっぷり

ぎゅうにゅう　だいこんなめし

ニジマスのからあげ

おのちゃめんじる　ごまずあえ

【秋吉小学校ありがとう給食】
ニジマスは骨ごと食べよう

ポテトサラダ　けんさんりんごゼリー

【旬の食材】
かぶ

かぶは葉も一緒にスープに使います

ぎゅうにゅう　むぎごはん ぎゅうにゅう

さけのしおやき　うちまめじる たまごカレー　ツナサラダ

しそひじきあえ

ぎゅうにゅう　とうにゅうパン

みねやさいのポトフ

ひじきとごぼうのサラダ　みかん

【山口県郷土料理の日】
【山口県産食材１００％給食】
けんちょう・はすのさんばい

月

むぎごはん　にこみおでん あつやきたまご　ほうとう かみかみビビンバ　もずくスープ

ぎゅうにゅう

こんだて

ぎゅうにゅう　むぎごはん

こんぶあえ こまつなのじゃこいため　みかん うめおかかあえ　のりのつくだに

　　　　　　　　淳美小　秋吉小　給食献立予定表

火 金水 木

ぎゅうにゅうぎゅうにゅう　むぎごはんぎゅうにゅう　むぎごはん

さわらのきのこやき　ぶたじる

【旬のたべもの】
りんご

とうふとえびのくずに

はるさめサラダ　りんご

11月２４日は「和食の日」

★都合により、生産地や材料は変更することがあります。

ぶたにくとさといものにもの

高野豆腐はどうやって
作られている？

ぎゅうにゅう　むぎごはん

【淳美小学校給食なし】
ココアはカカオ豆から作られます

こうやどうふのたまごとじさばのソースに　はもだんごじる クリームスパゲティ　かいそうサラダ

ごもくうどん　ようふうしらあえ

さつまいものみそしる　みかん

はもってどんな魚？

ヨーグルト

ぎゅうにゅう　あかまいごはん

にくだいこん　あかもくのみそしる

みかん

【秋吉小学校ありがとう給食】
あかもくって知ってる？

いちごジャム　マカロニのケチャップに

チンゲンサイのソテー

「青梗菜」何て読む？

ぎゅうにゅう　こめこパン

はすのさんばい

さつまいもとだいずのごまがらめ

【いい歯の日】
よくかんで食べましょう

ゆずきちあえ　みかん

ぎゅうにゅう　しろごはん

美祢市でとれた大根を使ったおでん

みずなののりずあえ ココアむしパン

【旬のたべもの】
しめじ・まいたけ

のりのすましじる　ごまあえ

とりにくのりんごソースかけ

【郷土料理の日・山梨県】
ほうとう

ハモフライ　あきやさいのみそしる

ぎゅうにゅう　むぎごはん ぎゅうにゅう

ぎゅうにくとれんこんのきんぴら

ぎゅうにゅう　しろごはん

11日～15日は地産地消週間です。美祢市や山口県でとれた食材をたくさん使います。
献立表の★印は美祢市産、太字は山口県産の食材です。

【秋吉小学校給食なし】
ごぼうは美東ごぼうを使っています

徳佐のりんごを使った
ソースをとり肉にかけます

【美祢市統一献立・県産食材100％】
美祢市の小中学生が同じ
献立の給食を食べます

洋風白あえはマヨネーズを
使っています

【旬の食材】
さといも

せつきあじのてんぷら　けんちょう

今月の旬の食材

・さつまいも

・きのこ

・さといも

・はくさい

・だいこん

・れんこん

・かぶ

・りんご

・みかん

日本には豊かな自然があり、各地で地域

に根ざした多様な食材が用いられています。

そして一汁三菜を基本とした栄養バランス

のよい食事で自然の美しさや季節を表現し、

年中行事とも深く関わっています。この日

は、和食や日本の伝統的な食文化について

考えてみましょう。


