
丹波山村
学校給食センター

たんぱくしつ むきしつ たんすいかぶつ ししつ

１群 ２群 ３群 ４群 ５群 ６群

ぶたにくのしょうがいため ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ　れんこん こめ　むぎ あぶら

やさいとちくわのあえもの ちくわ こざかな こまつな しめじ　しらたき さとう ごま

さといものみそしる あぶらあげ しょうが　もやし さといも アーモンド

アーモンドミニフィッシュ みそ ねぎ

ぶりのちゅうかやき ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん しょうが　にんにく こめ　むぎ あぶら

だいこんとさつまあげのにもの みそ ヨーグルト キャベツ　もやし さとう ごまあぶら

みそちゅうかスープ ぶり ねぎ　だいこん かたくりこ

ヨーグルト さつまあげ こんにゃく　いんげん

ホットサラダ ぶたにく ぎゅうにゅう トマト にんにく　しょうが パン あぶら

たまごスープ ウインナー チーズ にんじん たまねぎ　セロリ かたくりこ ドレッシング

なめらかプリン ベーコン ブロッコリー れんこん　キャベツ プリン

たまご かぼちゃ バジル

じゃがいもとブロッコリーのソテー たまご ぎゅうにゅう にんじん にんにく　はくさい スパゲティ オリーブゆ

むらさきいもチップス ウインナー こなチーズ ブロッコリー たまねぎ　パセリ じゃがいも あぶら

マッシュルーム はちみつ なまクリーム

むらさきいも バター

いかのたつたあげ いか ぎゅうにゅう にんじん うめ　しょうが こめ　むぎ ごま

しゅんぎくのパリパリサラダ ぶたにく こんぶ しゅんぎく もやし　ごぼう かたくりこ あぶら

とんじる とうふ ヨーグルト だいこん　ねぎ さとう　じゃがいも ごまあぶら

あわゆきゼリー みそ しゅうまいのかわ ゼリーのもと

さけ ぎゅうにゅう ほうれんそう たまねぎ　キャベツ パン　さとう あぶら

さけとほうれんそうのマカロニグラタン ハム スキムミルク ブロッコリー マッシュルーム マカロニ バター

キャベツとコーンのサラダ とりにく こなチーズ にんじん きゅうり　しょうが ホワイトルウ オリーブゆ

おだんごスープ たまご とうもろこし パンこ

オレンジ オレンジ じゃがいも

たらのみぞれあん たら ぎゅうにゅう にんじん だいこん　しょうが こめ　さとう あぶら

さといもとがんものにもの ぶたにく こんぶ こまつな なめこ　ねぎ むぎ　こむぎこ

なめこのみそしる みそ りんご かたくりこ

りんご とうふ さといも

ふくじんづけふうサラダ とりにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく　しょうが こめ　むぎ あぶら

フルーツゼリー スキムミルク たまねぎ　りんご じゃがいも バター

こなチーズ だいこん　れんこん カレールウ

くきわかめ きゅうり　オレンジ さとう

キウイフルーツ マンゴー　パイナップル ゼリーのもと

とりにく ぎゅうにゅう ブロッコリー しょうが　にんにく パン あぶら

フライドチキン　or サーモン にんじん たまねぎ　パセリ こむぎこ マヨネーズ

サーモンのタルタルソースやき うずらのたまご キャベツ　きゅうり クルトン ドレッシング

シーザーサラダ たまご パプリカ マカロニ なまクリーム

キラキラマカロニスープ ベーコン ゼリーのもと

コーヒーゼリー　or プリンのもと

いちごミルクプリン

さわらのからしマヨネーズやき さわら ぎゅうにゅう にんじん ごぼう　たまねぎ こめ　むぎ マヨネーズ

かみかみひきにくじゃが みそ　とうふ ほうれんそう しらたき　いんげん じゃがいも あぶら

ほうれんそうのみそしる ぶたにく えのき　ねぎ さとう

きっかみかん あぶらあげ みかん

ぶたにく ぎゅうにゅう ほうれんそう たまねぎ　パセリ こめ　むぎ バター

にこみふうハンバーグ とりにく ジョア にんじん マッシュルーム パンこ あぶら

ほうれんそうのソテー とうふ しめじ　もやし

ジュリエンヌスープ たまご とうもろこし　えのき

キウイフルーツ ベーコン こおりどうふ だいこん　キウイフルーツ

はくさいのちゅうかたまごスープ ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん にんにく　しょうが こめ　むぎ あぶら

みかんマフィン ハム スキムミルク ブロッコリー だいこん　たまねぎ さとう　はちみつ ごまあぶら

たまご はくさい　えのき かたくりこ

みかん ミックスこ

とりにく ぎゅうにゅう にんじん だいこん　こんにゃく うどん　さといも ごまあぶら

さばのかんこくふうみそに さば こまつな ねぎ　しょうが さとう ドレッシング

カラフルサラダ みそ ブロッコリー キャベツ　レーズン

ヨーグルトレーズン パプリカ

しゅんぎくのかきあげ ちくわ　とりにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ　むぎ あぶら

おやこに たまご　みそ しゅんぎく グリンピース こむぎこ

きりぼしだいこんのみそしる あぶらあげ きりぼしだいこん さとう

きっかみかん こおりどうふ ねぎ　みかん

ビーフンいため ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん ねぎ　しいたけ こめ　むぎ ごまあぶら

だいこんのちゅうかスープ たまご ヨーグルト ピーマン はくさい　にんにく ビーフン あぶら

フルーツヨーグルト とりにく しょうが　きくらげ さとう

マンゴー　オレンジ たまねぎ　だいこん

ナタデココ えのき　いちご

ぶたにく ぎゅうにゅう かぼちゃ ゆず こめ　むぎ ごま

ぶたにくのゆずみそやき みそ こんぶ こまつな えのき さとう

かぼちゃのあまに はんぺん プリンのもと

こまつなとはんぺんのすましじる あずき

まっちゃあずきプリン

ベーコン
ツナ

ぎゅうにゅう
チーズ

ピーマン
ブロッコリー

エリンギ　たまねぎ
キャベツ　きゅうり

ピザきじ
じゃがいも

ドレッシング
あぶら

クリスマスサラダ あさり にんじん たまねぎ　パセリ ホワイトルウ バター

クラムチャウダー マッシュルーム プリンのもと なまクリーム

プリンアラモード とうもろこし　いちご

みかん　キウイフルーツ

ふゆやさいのちゅうかあえ ぶたにく ぎゅうにゅう にんじん しょうが　たけのこ ちゅうかめん あぶら

トナカイむしパン たまご スキムミルク にら しいたけ　だいこん さとう ごまあぶら

ハム のり はくさい　にんにく かたくりこ ごま

むしパンこ チョコレート　クッキー

＊つごうにより，こんだてのないようをへんこうするばあいがあります。

☆ ウィンターセレクト給食 ☆

13 月

15 水

☆ おたんじょうび給食 ☆

火

亡くなったおばあさんの作ってくれた
おだんごスープが懐かしくて料理をす
るおじいさん。スープができると，家
にはあるお客さんが。何度も作るうち
に，少しずつおばあさんの味に近づき
ます。

お楽しみウィンターセレクト給
食。今回は，主菜(メインのおかず)
とデザートのセレクトです。今回
のテーマは「星☆」！見た目も味
も，ワクワクなセレクト給食をお
楽しみに～♪

煮込みハンバーグは，デミグラ
スソースをかけてじっくり加熱
した冬らしいハンバーグです。
ご飯にもぴったりなおいしさで
す。

9 木

鱈は，さかなへんにゆきと書く，
まさに冬が旬の魚です。今日は冬
野菜の大根で作ったみぞれあんを
かけて食べます。

むぎごはん ○

こどもパン ○

23 木

☆ クリスマス ＆ おはなし きゅうしょく ☆
～ものすごくおおきなプリンのうえで～ パン屋さんにピザ生地を作って

もらい，給食センターでピザに
します！クリスマス給食の今日
は，プリンもフルーツを乗せた
スペシャルバージョンです。

てづくりピザ ○

22 水

☆ とうじのひ きゅうしょく ☆ 冬至は，一年で一番太陽が出てい
る時間(昼間)が短い日です。この日
はかぼちゃを食べ，ゆず湯に入る
ことで，寒い冬を乗り切り，病気
にかかりにくくなるといわれてい
ます。

むぎごはん ○

令和３年度 　　　  12月学校給食献立予定表
献　　　　　　立　　　　　名 あかいろのなかま みどりいろのなかま

1 水 むぎごはん ○

ぷりは冬が旬の魚です。血合いと
呼ばれる茶色い部分には，鉄分が
たっぷりです。クラクラしてしま
う貧血の予防にぴったりです。

3 金
インディアン

トースト
○

インディアントースト。とある本に
載っているのを見てから，その名前の
インパクトで，一年に一回ほど給食に
出しています。お楽しみに♪

かみかみ冬野菜と豚肉のしょう
が炒めは，ご飯がモリモリ進む
おかずです。里芋も旬です。

きいろのなかま
学校行事

＆
ひとくちメモ日

曜
日

主　　食
牛
乳

お　か　ず
ちやにく・ほねになるもの からだのちょうしをととのえるもの ねつやちからになるもの

ビタミン（しょくもつせんい）

2 木 むぎごはん ○

7 火 うめこんぶごはん ○

春菊は冬が旬で，お鍋などに入れるこ
とも多い野菜です。香りが強いので苦
手な人もいるかもしれませんが，今日
はパリパリを乗せたサラダで，おいし
く食べましょう！

☆ おはなし給食 ～おだんごスープ～ ☆

8 水

6 月
カルボナーラふう

スパゲティ
○

給食で人気の麺料理。カルボナーラ
は，卵が入っているので，十分な加熱
が必須な給食では難しいメニュー。今
回は初挑戦！感想を聞かせてください
ね。

サンラータン麺は，酸っぱい＆辛
い中華麺です。トナカイ蒸しパン
は，２学期最後，丹波の給食セン
ターオリジナルメニューです♪

今日は冬野菜たっぷりの献立で
す。冬のほうれん草は，夏のほう
れん草に比べ，ビタミンCが３倍含
まれていると言われています。

サンラータンめん ○

キムチチャーハン ○

10 金
ほうれんそう
チキンカレー

○

おほしさまパン ○

24 金

14

鰆は漢字に春が使われていますが，実
は今の季節に食べるのがおいしいと言
われています。菊花みかんは，切った
見た目が菊の花に見えることから名付
けられました。

むぎごはん ○

ごもくうどん ○

16 木
ふゆやさいの

ぴりからひきにくどん
○

大根，ブロッコリー，白菜，みかん
と，今日も冬の味がいっぱいです。
丼は，あんかけにすることで冷めに
くく，冬にぴったりの料理です。

むぎごはん
ジ
ョ

ア

むぎごはん ○

春菊やみかんは，ビタミンCがたっ
ぷりです。ビタミンCは，体の中に
ウイルスが入ってこないようなバ
リアしてくれます！

21 火

ピリ辛のキムチ料理は，体を温め
ます。体が温まることで，ウイル
スが体に入ってきてもやっつけら
れ，風邪などになりにくい体を作
ることにつながります。

☆ 小１きぼうこんだて ☆

17 金

１年生のふたりが，これまでに食べ
た給食でおいしかった！もう一度食
べたい！料理を考えてくれました。
うどんやピリ辛の魚は，ぽかぽか心
も体も温まりますね。

20 月

12/31 大晦日

としこしそば

1/1 正月

おぞうに・おせちりょうり
1/7 七草

ななくさがゆ

1/11 鏡開き

1/15 小正月

あずきがゆ
12/22 冬至

かぼちゃ

ゆず湯 ♨

ねんまつ ねんし ぎょうじ た もの


