
たのしい　きゅうしょく 令和２年２月　如月

3日 676
32.2
2.9

4日 661
21.2
2.4

5日 621
29.6
2.7

6日 619
29.3
2.5

7日 646
25.5
2.5

くじらカツ にんじん とうにゅうパン ぶたにく にんじん こめ　むぎ さば　あかみそ にんじん こめ　げんまい ぶたにく にんじん ビーフン とうふ　ふく にんじん こめ　むぎ

ベーコン パセリ じゃがいも ハム ブロッコリー じゃがいも とりにく ほうれんそう さとう えび　あさり きぬさや にくまん みそ　ひらてん ねぎ さつまいも

ツナ しゅんぎく さとう とうふ さといも いか　かまぼこ さとう とりにく さやいんげん こんにゃく

だいず あぶらあげ かたくりこ とりにく あつやきたまご さとう

ぎゅうにゅう たまねぎ あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ　しょうが マヨネーズ ぎゅうにゅう しょうが　たいこん ぎゅうにゅう はくさい　もやし ごま ぎゅうにゅう えのきたけ あぶら

だいこん にんにく　りんご ごま しおこんぶ たけのこ かいそうミックス しょうが はくさい

マッシュルーム キャベツ　いちご はくさい キャベツ きりぼしだいこん

はくさい とうもろこし きゅうり きゅうり

10日 696
28.8
2.9

12日 631
24.3
1.8

13日 647
24.4
2.1

14日 641
26.5
2.4

ホキフライ にんじん こめこパン とりにく にんじん こめ　むぎ あきよしだいこうげんぎゅう にんじん スパゲティ ブリ ほうれんそう こめ　むぎ

とりにく パセリ じゃがいも なまあげ さやいんげん じゃがいも ぶたにく あおピーマン さとう なまあげ にんじん さとう

ちくわ ほうれんそう こんにゃく レンズまめ トマトかん むしパンミックス みそ ねぎ じゃがいも

なっとう ツナ　きなこ

ぎゅうにゅう キャベツ あぶら ぎゅうにゅう たまねぎ　たけのこ ぎゅうにゅう にんにく　しめじ あぶら ぎゅうにゅう ねりうめ　もやし

ヨーグルト だいこん ほししいたけ たまねぎ やきのり たまねぎ

しめじ ごぼう　もやし だいこん　はくさい はくさい

レタス キャベツ きゅうり えのきたけ

17日 724
26.1
3.0

18日 628
34.9
2.0

19日 637
25.0
2.1

20日 621
24.2
2.6

21日 722
34.0
2.8

あきよしだいこうげんぎゅう にんじん こめこパン ニジマス にんじん こめ　むぎ とうふ にんじん こめ ぶたにく にんじん うどん とりにく ほうれんそう こめ

ブロッコリー じゃがいも ゆば ねぎ こめこ ぶたにく にら さとう とうにゅう ねぎ こめ ツナ にんじん こめこ　さとう

さとう とうふ こまつな さとう あかみそ かたくりこ みそ みずな こんにゃく ベーコン パセリ かたくりこ

かつおぶし ツナ ハム じゃがいも

ぎゅうにゅう たまねぎ　しめじ ごま ぎゅうにゅう しいたけ あぶら ぎゅうにゅう しょうが　にんにく あぶら ぎゅうにゅう だいこん　 あぶら ぎゅうにゅう もやし あぶら

ひじき だいこん　キャベツ あぶら だいこん わかめ たまねぎ　たけのこ あじつけのり たまねぎ しょうが

しらすぼし とうもろこし たまねぎ パールめん キャベツ　ブルーベリー はくさい たまねぎ

ぽんかん はくさい かんてん とうもろこし　きゅうり しめじ　ごぼう はくさい

ひにち エネルギー
（Kcal)

たんぱく質（g)
塩分（ｇ） 25日 682

22.8
2.2

26日 655
25.0
2.6

27日 621
26.1
2.6

28日 660
31.6
2.5

赤 緑 黄 あきよしだいこうげんぎゅう にんじん こめ こうやどうふ にんじん こめ　むぎ ツナ にんじん スパゲティ とりにく にんじん こめ　むぎ

あかみそ ほうれんそう さとう とうふ ねぎ さとう ハム だいこんば さとう がんもどき こんにゃく

たんぱく質 カロテン 炭水化物 たまご パセリ じゃがいも みそ こまつな かたくりこ はなっこりー アップルパン さけ じゃがいも

ウインナー しらたまもち さといも たこ さとう

赤 緑 黄 ぎゅうにゅう しょうが　にんにく　キャベツ ぎゅうにゅう しょうが あぶら ぎゅうにゅう にんにく あぶら ぎゅうにゅう だいこん

もやし　わらび　たまねぎ もずく だいこん たまねぎ　しめじ わかめ きゅうり

無機質 ビタミン 脂質 だいこん　パインかん えのきたけ キャベツ キャベツ

ももかん　みかんかん　バナナ はくさい だいこん

★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　むぎごはん

がんもどきのにもの　さけのしおやき

たこのすのもの

おかかあえ

アップルパン

ぎゅうにゅう　むぎごはん

【郷土料理の日・奈良県】
吉野汁

ブルーベリーかんてん しろごはん　あじつけのり

ちゃんぽんを中華麺ではなく、
ビーフンで作りました

じゃがいものうまに　ごまずあえ

ぎゅうにゅう　むぎごはん

JA山口県さんから
いちごを無償でいただきました

給食クイズ

今月の給食の中では、
「大豆製品」をいくつ
使っているでしょうか？

２月９日は「ふくの日」

はくさいサラダ　きなこむしパン

がんもどきは何から作られている？

【旬の食材】
ブリ

＜秋吉小の６年生が考えたよ＞
「丼丼食べよう　五輪給食」
高木君・藤井君・前田さん・吉見君

ぎゅうにゅう

むぎごはん　こうやどうふのからあげ

もずくのみそしる　ごまあえ

高野豆腐は何から作られている？

ぎゅうにゅう　わふうスパゲティ

はなっこりーのゆずきちサラダ

あつあげのみそしる

★都合により、生産地や材料は変更することがあります。

ブリのうめふうみやき　いそかあえ

＜秋吉小の６年生が考えたよ＞
「みんな大好き　あったかメニュー」
阿座上さん・板川君・岡﨑さん・小川さん

ぎゅうにゅう　ミルメーク（コーヒー）

美東ごぼうを使ったサラダ

ゆかりごはん　とりにくのマーマレードソースかけマーボーどん　プチプチサラダ みずなとごぼうのサラダ

だいこんミートスパゲティ

はくさいスープ　こうみあえ

＜秋吉小の６年生が考えたよ＞
「PPMP」

楳寿さん・齋藤君・中村君・宮野君

ビーフシチュー　ひじきサラダ

秋吉台高原牛を使ったビーフシチュー

ぎゅうにゅう

ピビンバ　ポトフ

フルーツパンチ

ゆばは何から作られている？

しゅんぎくのサラダ　せつぶんまめ よしのじる　こんぶあえ かいそうサラダ　にくまん

　　　　　　　　淳美小　秋吉小　給食献立予定表

火 金水 木

ぎゅうにゅう　むぎごはんぎゅうにゅう

月

げんまいごはん　さばのみそに ちゃんぽんふうビーフン ふくのみそしる　あつやきたまご

ぎゅうにゅう　ぎゅうにゅう　とうにゅうパン

くじらカツ　コンソメスープ

きりぼしだいこんのにもの

ぎゅうにゅう　

ポークカレー　ブロッコリーのサラダ

いちご

【一口メモ】

【行事食・節分】
くじら　節分豆

ぎゅうにゅう　むぎごはん ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう　ぽんかん

こめこパン　りんごジャム

納豆は何豆から作られている？ きなこは何から作られている？

ニジマスのからあげ　ゆばのすましじる

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう　とうにゅうみそうどん

けんさんなっとう

はなっこりーは山口県の
オリジナル野菜

こんだて

ぎゅうにゅう

フィッシュバーガー　レタススープ

ヨーグルト

レタスのシャキシャキした
食感がおいしいスープ


