
令和４年度 渋谷区立長谷戸小学校

ごはん こめ

レンズまめいりコロッケ ぶたひきにく、だいず、れんずまめ じゃがいも、あぶら、こむぎこ、ぱんこ にんじん,たまねぎ

やさいのだしじょうゆあえ けずりぶし こまつな,もやし,だいこん,にんじん

とうふとはくさいのみそしる もめんとうふ、あぶらあげ、みそ、わかめ はくさい

ぶたにくとごぼうのおこわ ぶたかたにく、ぶたひきにく、あぶらあげ こめ、もちごめ、あぶら、さんおんとう にんじん,ごぼう

ひじきとあおなのツナいりサラダ ひじき、ツナ あぶら、さんおんとう、しろごま チンゲンツァイ,キャベツ,もやし,にんじん,レモン

さつまじる ぶたかたにく、あぶらあげ、みそ あぶら、こんにゃく、さつまいも にんじん,たまねぎ,だいこん,だいこんのは

こうやとうふのそぼろどん とりひきにく、こうやとうふ、だいず こめ、おしむぎ、あぶら、さんおんとう
しょうが,にんじん,たけのこ,エリンギ,しいたけ,
さやいんげん

かぶとはくさいのみそしる あぶらあげ、みそ かぶ,かぶのは,はくさい,こまつな

パインいりぶどうゼリー かんてん さとう ぶどうジュース,パイン缶

とうもろこしいりごはん こめ,もちごめ コーンかん

やきさばのおろしソース さば かたくりこ だいこん,こねぎ

あおなとじゃこのあえもの ちりめんじゃこ キャベツ,もやし,こまつな

ふゆがしゅんのやさいのみそしる みそ
だいこん,はくさい,かぶ,かぶの葉,れんこん,こまつな,ね
ぎ

エビいりしせんマーボーどん ぶたひきにく、あつあげ、むきえび、みそ
こめ、おしむぎ、あぶら、さんおんとう、か
たくりこ、ごまあぶら

にんにく,しょうが,にんじん,エリンギ,はくさい,
チンゲンツァイ,ねぎ

ちゅうかふうコーンスープ とりむねにく かたくりこ、じゃがいも、しろごま にんじん,だいこん,コーンかん,こまつな

みかん みかん

ごはん こめ

きっかしゅうまい
ぶたひきにく、とりひきにく、もめんとう
ふ

ごまあぶら、かたくりこ、しゅうまいのかわ たまねぎ,しょうが

あおなとキャベツサラダ あぶら、ごまあぶら、さんおんとう にんじん,こまつな,キャベツ,だいこん

とうふとえのきのスープ もめんとうふ ごまあぶら たまねぎ,えのきたけ,チンゲンツァイ

ハヤシライス ぶたかたにく こめ、おしむぎ、あぶら、じゃがいも、こむぎこ にんにく,しょうが,たまねぎ,にんじん,エリンギ

いろどりサラダ あぶら、ごまあぶら、さとう だいこん,にんじん,キャベツ,コーンかん,こまつな,たまねぎ

ごもくチャーハン ぶたかたにく こめ、あぶら、ごまあぶら
しょうが,にんじん,たけのこ,たまねぎ,ねぎ,
さやいんげん

ひよこまめのあおのりフライ ひよこまめ、あおのり かたくりこ、じゃがいも、あぶら

サンラータン とりむねにく、もめんとうふ、たまご かたくりこ にんじん,はくさい,こまつな

チキンライス とりももにく こめ、あぶら トマトジュース,たまねぎ,エリンギ,さやいんげん

スペインふうオムレツ ぶたひきにく、だいず、たまご オリーブあぶら、じゃがいも たまねぎ,にんじん,パセリ

マカロニいりスープ マカロニ にんじん,かぶ,チンゲンツァイ

ごはん こめ

わかさぎのからあげ わかさぎ（スメルト） かたくりこ、あぶら

はるさめサラダ
りょくとうはるさめ、あぶら、ごまあぶら、
さんおんとう、しろごま

こまつな,キャベツ,にんじん

よしのじる とりむねにく、もめんとうふ あぶら、こんにゃく、かたくりこ にんじん,おおくらだいこん,ごぼう

ソースやきそば ぶたかたにく、ぶたひきにく、あおのり ちゅうかめん、あぶら
しょうが,にんじん,たまねぎ,キャベツ,もやし,
チンゲンツァイ

たまごスープ とりむねにく、あつあげ、たまご かたくりこ、ごまあぶら にんじん,はくさい,ねぎ

りんご りんご

ミルクパン ミルクパン

ハンガリアンシチュー ぶたひきにく あぶら、じゃがいも、こむぎこ にんにく,セロリ,たまねぎ,トマト缶,にんじん

ごまドレサラダ
あぶら、ごまあぶら、さんおんとう、ねりご
ま、しろごま

キャベツ,こまつな,だいこん,にんじん

みかん みかん

ごはん こめ

ぎせいとうふ もめんとうふ、とりひきにく、たまご あぶら、さんおんとう にんじん,さやいんげん

やさいのおかかあえ けずりぶし こまつな,キャベツ,ぶなしめじ,にんじん

こんさいごまじる ぶたかたにく、あぶらあげ あぶら、じゃがいも、しろごま、ごまあぶら だいこん,にんじん,ごぼう,ねぎ

チキンクリームと
　　　　　　ポパイライス

ぎゅうにゅう、なまクリーム、とりももにく こめ、バター、こむぎこ、あぶら
ほうれんそう,たまねぎ,にんじん,たもぎたけエキス,
まいたけ,なましいたけ,マッシュルーム

れんこんサラダ ごまあぶら れんこん,キャベツ,黄パプリカ,きゅうり

ごはん こめ

だいずいりハンバーグ
ぶたひきにく、とりひきにく、もめんとう
ふ、だいず、みそ

あぶら、さとう、かたくりこ たまねぎ,にんじん,しょうが

あおなのゆずふうみおひたし こまつな,キャベツ,にんじん,ゆず

とうじのみそしる あつあげ、みそ こんにゃく だいこん,にんじん,たまねぎ,かぼちゃ,れんこん

ミルクパン ミルクパン

フライドチキン とりももにく こむぎこ、かたくりこ、あぶら しょうが,にんにく

カラフルマリネ だいず オリーブあぶら、さんおんとう だいこん,にんじん,コーンかん,こまつな,ブロッコリー

ミネストローネ ぶたかたにく
あぶら、じゃがいも、さんおんとう、マカロ
ニ

にんにく,セロリ,にんじん,たまねぎ

スパゲティミートソース ぶたひきにく、だいず、みそ スパゲッティ、オリーブあぶら、あぶら
にんにく,しょうが,セロリ,たまねぎ,にんじん,
トマトかん,エリンギ

コーンポテト ウィンナー あぶら、じゃがいも、バター たまねぎ,コーンかん

とうふとしめじのスープ もめんとうふ、わかめ しろごま ぶなしめじ,にんじん,みずな

◇１２月のきゅうしょくもくひょう

うがい・てあらいのしかたをたしかめよう

◇１２月のえいようもくひょう

かぜをよぼうするしょくひんをおぼえよう
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１２月　給食献立表

日 献立名
牛
乳

赤の仲間 
血や肉になる

黄の仲間 
熱や力の元になる

緑の仲間 
体の調子を整える

エネルギー(kcal)
たんぱくしつ（ｇ）

めざせひとくち３０回、よくかんでたべよう！
←かみかみマークがついているこんだては

いつもより、よくかんでたべましょう。

基準栄養量 650(kcal)／21.1～32.5(g)

長谷戸小の平均栄養量 632kcal／　25.8ｇ

◇材料の購入、その他の理由で献立を変更する場合がございます

◇栄養価は中学年の値です。低学年は0.9、高学年は1.1を乗じてください。


