
エネルギー たん白質

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g

29 月

むぎごはん 牛乳
ミートボールカレー
フルーツパンチ

ぎゅうにゅう　ベーコン
とりにく　ぶたにく
あおだいず

726 22.5

30 火
ごはん 牛乳 さけのレモンバターじょうゆ

こんぶあえ
モロヘイヤのたまごスープ

ぎゅうにゅう　さけ
こんぶ　ぶたにく　とうふ
たまご

589 29.5

31 水
ごはん 牛乳 ちくわのマヨネーズやき

ごまずあえ
なつやさいのみそしる

ぎゅうにゅう　ちくわ
かつおぶし　あつあげ
だいず　みそ

606 22.4

1 木

ごはん 牛乳 【防災の日】
くるまふのあげに
きりぼしだいこんのごまじょうゆあえ

ぶたにくとこうやどうふのにもの

ぎゅうにゅう
こうやどうふ　ぶたにく

639 21.5

2 金

むぎごはん 牛乳 セルフのさんしょくツナそぼろどん

ゆかりあえ
なめこのみそしる

ぎゅうにゅう　ツナ
だいず　ひじき　たまご
とうふ　あぶらあげ　みそ

625 25.1

5 月
ごはん 牛乳 ささかまのチーズやき

じゃがいものきんぴら
にらたまみそしる

ぎゅうにゅう　だいず
ささかまぼこ　チーズ
さつまあげ　とうふ　みそ
たまご

611 25.0

6 火

むぎごはん 牛乳
トマトたっぷりハヤシライス
こんにゃくとわかめのサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　わかめ

639 22.8

7 水

メープル

こめこパン
牛乳 しろみざかなのアップルソースがけ

しおレモンサラダ
コーンクリームスープ

ぎゅうにゅう　たら
ベーコン　とうにゅう
しろいんげんまめ

637 28.9

8 木

ゆで

ちゅうかめん
牛乳 タンメンスープ

のりずあえ
やきいも

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なると　のり

615 24.3

9 金

ごはん 牛乳 【十五夜献立】
うさぎハンバーグ
ほうれんそうのごまあえ
おつきみじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりにく　ぶたにく
かまぼこ　とうふ

635 21.8

12 月

ごはん 牛乳 【ふるさと献立＆上越野菜の日 】

めぎすのなんばんづけ
なますかぼちゃのごもくあえ
しおこうじスープ

ぎゅうにゅう　めぎす
ぶたにく　うずらたまご

625 23.9

13 火
ごはん 牛乳 さばのうまトマソースかけ

きりこんぶに
なすとじゃがいものごまみそしる

ぎゅうにゅう　さば
こんぶ　さつまあげ
うちまめ　とうふ　みそ

678 27.7

14 水

ごはん 牛乳 あつあげとキャベツのみそいため

のりしおビーンズフィッシュ
ゆうがおけんちんじる

ぎゅうにゅう　あつあげ
ぶたにく　みそ　だいず
かたくちいわし
あおのり　とうふ

651 28.4

15 木

ソフトめん 牛乳
ナスとトマトのミートソース
わかめサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　わかめ

707 31.6

16 金
ごはん 牛乳 あつやきたまご

たくあんあえ
さつまいもとんじる

ぎゅうにゅう　たまご
ぶたにく　とうふ　みそ

612 22.4

19 月

20 火

ごはん 牛乳 【食育の日：大分県】
とりてん
ゆずのかおりサラダ
だんごじる

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　みそ

650 23.3

21 水

コッペパン 牛乳 チリビーンズ
スパゲティーサラダ
コロコロやさいのコンソメスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　ベーコン

626 25.5

22 木

ごはん 牛乳
ギョーザ
はるさめサラダ
ごもくちゅうかうまに

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　うずらたまご
みそ

657 22.0

23 金

26 月

むぎごはん 牛乳 セルフのなすピーにくみそどん
もやしのごまずあえ
あつあげとじゃがいものみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ　あつあげ

643 28.3

27 火
ごはん 牛乳 ほっけのてりやき

もずくのチャプチェ
かぼちゃのみそしる

ぎゅうにゅう　ほっけ
ぶたにく　もずく　とうふ
あぶらあげ　みそ　だいず

620 27.6

28 水

むぎごはん 牛乳
ツナとまめのスパイスカレー
グリーンサラダ
ぶどうゼリー

ぎゅうにゅう　だいず
ひよこまめ　ツナ

719 23.8

29 木
ごはん 牛乳 ししゃものあおのりやき

しらたきとやさいのいためもの
にくじゃが

ぎゅうにゅう　ししゃも
あおのり　ツナ
ぶたにく　あつあげ

639 26.8

30 金
ごはん 牛乳 あつあげのあまみそやき

あおだいずサラダ
さけだんごじる

ぎゅうにゅう　あつあげ
みそ　あおだいず　さけ
たら　とうふ

623 25.2

☆献立は、食材料の入荷状況やＯ１５７・ノロウイルス対策等のため変更する場合があります。

こめ　マヨネーズ　ごま
さとう

キャベツ　もやし　こまつな
にんじん　たまねぎ　なす
かぼちゃ　さやいんげん

秋分の日

敬老の日

　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表令和4年　８,９月分

日 曜
献　　　　　　立　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

体の調子を整えるもの

〔中郷小〕上越市教育委員会

こめ　おおむぎ　ごま
あぶら　さとう

こめ　じゃがいも
あぶら　さとう　ごま

こめ　おおむぎ　あぶら
じゃがいも　こめこ
ハヤシルウ　さとう　ごま

こめこパン　こめこ
メープルシュガー　あぶら
さとう　じゃがいも

熱や力になるもの
こめ　おおむぎ　あぶら
じゃがいも　カレールウ
ゼリー

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　かぼちゃ　トマト
りんご　はくとう　おうとう　ようなし

こめ　バター　でんぷん

ちゅうかめん　あぶら
さつまいも

こめ　さとう　ごま
さといも　しらたまもち

りんご　きゅうり　キャベツ
あかピーマン　レモンじる　にんじん
たまねぎ　エリンギ　コーン　パセリ

こめ　こむぎこ　あぶら
でんぷん　はるさめ　さとう
ごまあぶら　ごま
じゃがいも

こめ　あぶら　さとう
ごまあぶら　じゃがいも

こめ　ふ　こめこ
でんぷん　あぶら
さとう　ごまあぶら
ごま　じゃがいも

きりぼしだいこん　ほうれんそう
きゅうり　コーン　にんじん
たまねぎ　ごぼう　ほししいたけ
さやえんどう

にんじん　ごぼう　さやいんげん
キャベツ　もやし　ゆかりこ
だいこん　なめこ　ながねぎ

にんじん　こんにゃく
さやいんげん　たまねぎ
えのきたけ　にら

しょうが　にんにく　セロリー
たまねぎ　にんじん　エリンギ
トマト　キャベツ　こんにゃく

レモンじる　キャベツ　もやし
きゅうり　にんじん　たまねぎ
えのきたけ　モロヘイヤ

ながねぎ　しょうが
そうめんかぼちゃ　にんじん
きゅうり　もやし　たまねぎ
キャベツ

キャベツ　にんじん　たまねぎ
コーン　ながねぎ　もやし
ほうれんそう

たまねぎ　しょうが　キャベツ
にんじん　ほうれんそう
ながねぎ

こめ　さとう　ごま
ごまあぶら　あぶら
でんぷん

こめ　ごまあぶら
はるさめ　さとう　ごま

こめ　おおむぎ　あぶら
じゃがいも　カレールウ
こめこ　さとう

こめ　こめあぶら
じゃがいも　さとう

こめ　あぶら　さとう
でんぷん　ごま
じゃがいも　ごまあぶら

こめ　こめこ　あぶら
さとう　じゃがいも
ごま　ねりごま

にんにく　トマト　たまねぎ
にんじん　ごぼう　こんにゃく
しめじ　なす

にんにく　しょうが　たまねぎ
もやし　トマト　キャベツ　コーン
きゅうり　にんじん　ブロッコリー
ぶどう

にんじん　しらたき　キャベツ
ピーマン　たまねぎ　さやいんげん

キャベツ　こまつな　にんじん
たまねぎ　ごぼう　だいこん
ながねぎ

にんじん　キャベツ　ピーマン
しょうが　ゆうがお　ほししいたけ
こんにゃく　さやいんげん　なす

しょうが　にんにく　にんじん
たまねぎ　なす　トマト　キャベツ
こんにゃく　コーン

サラダこんにゃく　きゅうり
キャベツ　コーン　ゆず　にんじん
はくさい　しめじ　ながねぎ
ごぼう

ソフトめん　あぶら
さとう　こめこ
ハヤシルウ　こめこ　ごま

こめ　おおむぎ　あぶら
さとう　でんぷん　ごま
ごまあぶら　じゃがいも

こめ　さとう　でんぷん
あぶら　ごま
さつまいも

こめ　こむぎこ　あぶら
さとう　さといも
ほうとうめん

コッペパン　あぶら
さとう　スパゲッティ
ごま　じゃがいも

たまねぎ　しょうが　にんにく
にんじん　きゅうり　コーン
キャベツ　ブロッコリー

キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが
もやし　にんじん　きゅうり
にんにく　ほししいたけ　ゆうがお
メンマ　さやいんげん

食塩：1.9 g一食平均エネルギー：643 Kcal

にんにく　しょうが　なす　ながねぎ
たまねぎ　ピーマン　もやし
ほうれんそう　にんじん　えのきたけ

たくあん　もやし　キャベツ
こまつな　だいこん　にんじん
たまねぎ　ごぼう　ながねぎ

たんぱく質：25.3 g 脂質：17.7 g

しょうが　にんにく　たまねぎ
ピーマン　あかピーマン　かぼちゃ
にんじん　えのきたけ　ながねぎ


