
1群：たんぱく質 2群：カルシウム 3群：カロテン 4群：ビタミンC 5群：炭水化物 6群：油脂類

魚・肉・卵・大豆製品 牛乳・小魚・海藻 緑黄色野菜 淡色野菜・果物 穀類・いも類・砂糖 油脂類

卵・鶏肉 牛乳 人参 玉ねぎ・キャベツ パン・砂糖 菜種油

白いんげん豆 チーズ ブロッコリー セロリ・キャベツ じゃがいも エッグケアマヨネーズ

ﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ・ハム 生クリーム 生姜・とうもろこし

豚肉・納豆 牛乳 人参 しめじ・こんにゃく 米・もち麦 菜種油

ツナ いりこ 小松菜 枝豆・玉ねぎ さつまいも

のり ｷｬﾍﾞﾂ・もやし 砂糖

コロッケ 牛乳 かぼちゃ キャベツ ミルクパン 菜種油

生クリーム パセリ とうもろこし 小麦粉 バター

人参 玉ねぎ ホワイトルウ

豚肉・豆腐 牛乳 ほうれん草 白菜・キムチ 米・麦 菜種油

赤みそ にら 大根・にんにく マロニー ごま

チヂミ 人参 もやし 砂糖 ごま油

あじ 牛乳 ピーマン 玉ねぎ・白菜 米・もち麦 菜種油

豚肉 人参 えのきだけ じゃがいも

根深ねぎ マロニー・砂糖

たらこ・レンズ豆 牛乳 人参 玉ねぎ・トマト フォカッチャ マーガリン

牛肉・豚肉 チーズ パセリ マッシュルーム スパゲティー オリーブ油・ドレッシング

ツナ ブロッコリー カリフラワー エッグケアマヨネーズ

豚肉 牛乳 人参 千切大根・こんにゃく 米・麦 菜種油

大豆・みそ ごぼう・枝豆 じゃがいも ごま

ツナ キャベツ・生姜 砂糖・さつまいも

あじ 牛乳 人参・トマト 玉ねぎ・キャベツ 米粉パン オリーブ油

ツナ パセリ きゅうり・にんにく パン粉・砂糖

ベーコン バジル とうもろこし マカロニ・ジャム

鶏肉 牛乳 人参 大根・ごぼう・こんにゃく 米・麦

焼豆腐 のり 小松菜 白菜・椎茸・深ねぎ じゃがいも

みそ・鰯 生姜・もやし・みかん 砂糖

豚肉・豆腐 牛乳 人参 もやし・チンゲン菜 米・もち麦 ごま

しゅうまい いんげん 玉ねぎ・根深ねぎ・しめじ 砂糖 ごま油

竹輪 キャベツ・きくらげ

豚肉・卵 牛乳 人参 キャベツ 黒糖パン 菜種油

かつお節 ヨーグルト ほうれん草 とうもろこし 小麦粉

ミートボール 玉ねぎ 砂糖

鶏肉・うずら卵 牛乳・昆布 人参 大根・生姜 米・麦 菜種油

厚揚げ・竹輪 しらす干し 小松菜 白菜 砂糖

かつお節 ししゃも こんにゃく 小麦粉

鮭 牛乳 ブロッコリー カリフラワー・にんにく パインパン 菜種油

ハム チーズ 人参 玉ねぎ・えのきだけ 小麦粉 ドレッシング

生クリーム とうもろこし スパゲティ バター

県産和牛 牛乳 小松菜 白菜・玉ねぎ・みかん 米・麦 菜種油

焼豆腐 人参 えのきだけ・根深ねぎ 砂糖 ごま

竹輪 ブロッコリー こんにゃく・れんこん ふ エッグケアマヨネーズ

鮭 牛乳 人参 ﾚﾓﾝ・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 米・麦 ﾏﾖﾈｰｽﾞ

豚肉 わかめ かぼちゃ もやし・玉ねぎ・生姜 じゃがいも バター

みそ ねぎ とうもろこし・にんにく ごま油

大豆・豚肉 牛乳 人参 玉ねぎ・にんにく ぶどうパン オリーブ油

ベーコン ヨーグルト ブロッコリー キャベツ・枝豆 じゃがいも

トマト とうもろこし
豚肉・かまぼこ 牛乳 人参 玉ねぎ・大豆もやし 米・もち麦 菜種油

厚揚げ・角天 いりこ いんげん 椎茸・白菜・にんにく さつまいも 黒ごま

うずら卵 しめじ・きくらげ 砂糖・でん粉 ごま油

鶏肉 牛乳 ブロッコリー キャベツ・かぶ クロワッサン 菜種油

ベーコン パセリ とうもろこし でん粉 ドレッシング

にんにく・生姜 マカロニ
カリフラワー・玉ねぎ セレクトデザート

　※材料購入等の都合により、献立を変更することがありますので、ご了承ください。

　※献立内容などのお問い合わせがありましたら、学校へご連絡ください。(092-963-0085)

　※新宮町では、地産地消（住んでいる地域で作られた食材をその地域で消費すること）に取り組んでいます。

　 　給食で使用する食材は、なるべく地元で採れたものを使用しています。12月に使用する予定の主な食材の産地は次のとおりです。

大根 熊本県 じゃがいも 北海道
＊福岡県産和牛肉の学校給食無償提供事業に伴い、

１２月１８日（金）のすき焼きで、博多和牛を使用します。

根深ねぎ 大分県 ごぼう 青森県 鮭 北海道・青森県・岩手県・宮城県

小松菜 福岡県 さつまいも 熊本県・宮崎県

もやし 福岡県・大分県 かぶ 福岡県 あじ ニュージーランド

葉ねぎ 福岡県 白菜 大分県 ししゃも ノルウェー・アイスランド

ニラ 大分県・宮崎県 パセリ 熊本県・大分県 　人参 北海道
セロリ 長野県・福岡県 チンゲン菜 福岡県 みかん 福岡県

24 木 ○
クロワッサン

鶏のから揚げ

810 28.0 47.1
ブロッコリーのサラダ

セレクトデザート
かぶのスープ

23 水 ○ もち麦ごはん

八宝菜
815 29.7 21.6大学芋

いりこ

22 火 ○ ぶどうパン

ポークビーンズ
843 34.4 27.9キャベツとコーンのソテー

ヨーグルト

21 月 ○
わかめ
ごはん

鮭のポテサラ焼き
842 32.2 26.3冬至のどさんこ汁

18 金 ○ 麦ごはん

すき焼き
838 28.3 25.5れんこんの和風サラダ

みかん

17 木 ○ パインパン

鮭のクリームスパゲティ
826 30.9 28.8ブロッコリーとかぼちゃのサラダ

16 水 ○ 麦ごはん

関東煮
818 28.7 29.7ししゃもフリッター

白菜のおひたし

15 火 ○ 黒糖パン

お好み焼き
868 36.0 29.1

ヨーグルト
ミートボールスープ

14 月 ○ もち麦ごはん

八珍豆腐
783 33.2 20.8しゅうまい（２個）

もやしのごま醤油和え

795 28.6 22.1いわし生姜煮・磯香和え
みかん

790 29.0 19.0
おさつスティック
切干大根の酢の物

10 木 ○
米粉パン

りんごジャム

あじのパン粉焼き
793 36.1 29.9マカロニサラダ

トマトとキャベツのスープ

　 令和２年度１２月分 予定献立表

新宮町立新宮東中学校

熱量

（kcal)

たんぱく質

（ｇ）

脂肪

（ｇ）

777

771 28.1 37.6

主にエネルギーになる

使われている食品と体内での主な働き

麦ごはん

ナムル

お　か　ず

ジンジャーポトフ

主に体の組織をつくる 主に体の調子を整える

黄金肉じゃが
のり酢和え
いりこ
カレーポテトコロッケ

バスク風

チーズケーキ

トースト

かぼちゃのポタージュ

830 32.8 24.7
白菜スープ

○ タラモピザ

スパゲティーミートソース
824 31.3 39.4ツナとカリフラワーのサラダ

粉ふきいも

18.7

30.7

19.8

26.9

32.2

25.7

842

821

もち麦ごはん

納豆

ミルク背割り

コッペ

スンドゥブチゲ
チヂミ

キャベツとコーンのソテー

給

食

日

7 ○ もち麦ごはん

曜

 

日

牛

　

乳

パン

または

ごはん

4 金 ○

ビーンズサラダ

11 金 ○ 麦ごはん

飛鳥鍋

8 火

月
あじの南蛮漬け

9 水 ○ 麦ごはん

豚肉の南蛮煮

2 水 ○

3 木 ○

1 火 ○

ピーマン
種類

キャベツ
主な産地 種類 主な産地 種類 主な産地

熊本県・福岡県 熊本県 玉ねぎ 北海道

給食目標：抵抗力を高める食事をしよう

１２月は、新メニューをいろいろといれてみました。

楽しい給食時間になりますように。


