
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

3 月
ごはん 牛乳 セルフのもずくツナそぼろどん

きなこいも
だいこんのみそしる

牛乳　もずく　ツナ　大豆
きなこ　豆腐　油揚げ
みそ

684 22.7

4 火
ごはん 牛乳 ヤンニョムチキン

さんしょくやさいのしおナムル
トックスープ

牛乳　鶏肉　みそ 662 21.9

5 水

ごはん 牛乳
ますのもみじやき
みそドレッシングサラダ
けんちんじる

牛乳　ます　みそ　豆腐 631 25.6

6 木
ごはん 牛乳 ぶたにくのこうみソース

れんこんのごもくきんぴら
なめこのみそしる

牛乳　豚肉　さつまあげ
豆腐　油揚げ　みそ

626 25.4

7 金

キャロットライス 牛乳 【めのあいごデー】
ひとみきらきらライス
ブロッコリーのサラダ
カロテンスープ
ブルーベリーゼリー

牛乳　ツナ　ベーコン 631 20.8

11 火

さつまいもパン

（小麦）
牛乳 パンプキンオムレツ

ナポリタン
コンソメスープ

牛乳　卵　ツナ　ベーコン
とり肉　大豆

607 23.2

12 水
ごはん 牛乳 ちくわのおかかマヨやき

きりぼしだいこんのやきそばふういため

わかめのみそしる

牛乳　ちくわ　花がつお
豚肉　豆腐　わかめ　みそ
大豆

601 23.4

13 木
ごはん 牛乳

ダブルポテトカレー
あおだいずとツナのサラダ

牛乳　豚肉　青大豆　ツナ 682 21.9

14 金
ごはん 牛乳 まだいのしおこうじやき

のりずあえ
のっぺいじる

牛乳　まだい　のり　鶏肉
厚揚げ　ちくわ

626 29.2

17 月
ごはん 牛乳 やさいしゅうまい

ちゅうかサラダ
あつあげのちゅうかに

牛乳　鶏肉　豚肉　厚揚げ
大豆たんぱく

625 22.6

18 火
ごはん 牛乳 ハニーマスタードチキン

ごぼうサラダ
みそストローネ

牛乳　鶏肉　ウインナー
みそ

648 26.0

19 水

ゆでちゅうかめん はっこうにゅう

マスカットあじ とんこつみそラーメン
いわしのカリカリフライ
わかめのちゅうかあえ

発酵乳（ﾏｽｶｯﾄ味）いわし
脱脂粉乳　豚ひき肉　みそ
なると　わかめ　かまぼこ

607 26.7

20 木

ごはん 牛乳 【しょくいくのひこんだて（こうちけん）】

かつおとあおだいずのあげに
キャベツとほうれんそうのゆずサラダ

ぐるに

牛乳　かつお　青大豆 641 26.3

21 金

ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて・じょうえつやさいのひ】

あつあげのチリソースがけ
なますかぼちゃのいためもの
ちゅうかスープ

牛乳　厚揚げ　豚肉
なると

604 21.6

24 月

ごはん 牛乳
さばのみそに
なめたけあえ
とりごぼうじる

牛乳　さば　みそ　鶏肉 602 26.4

25 火

こめこパン(米粉） 牛乳 チリコンカン
コールスローサラダ
とうにゅうコーンチャウダー

牛乳　豚肉　大豆　豆乳
ウインナー　ベーコン
いんげん豆

627 29.9

26 水

ゆでうどん 牛乳 かきたまじる
おひたし
てづくりかぼちゃむしパン

牛乳　鶏肉　油揚げ　卵
豆乳

659 23.3

27 木
茶飯 牛乳 めぎすのからしマヨやき

うのはないため
とんじる

牛乳　めぎす　おから
油揚げ　ベーコン　豚肉
豆腐　大豆　みそ

625 25.6

28 金
ごはん 牛乳 だいずのあぶらみそ

ごまツナあえ
いももちじる

牛乳　大豆　みそ　ツナ
豚肉

642 24.1

31 月
ごはん 牛乳 ハンバーグケチャップソースかけ

パンプキンサラダ
やさいスープ

牛乳　鶏肉　豚肉
ベーコン　植物性たんぱく

648 20.9

うどん　でんぷん　米粉
さとう　米油

にんじん　たまねぎ　はくさい
長ねぎ　キャベツ　ほうれん草
かぼちゃ

ごはん　米油　さとう
ノンエッグマヨネーズ
じゃがいも

にんじん　さやいんげん　長ねぎ
たまねぎ

ぶどう　しょうが　にんにく
たまねぎ　にんじん　きゅうり
ホールコーン　長ねぎ　　もやし

     　☆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。

ごはん　米油　さとう
ごま　じゃがいも
でんぷん

もやし　にんじん　ほうれん草
だいこん　たまねぎ　長ねぎ

ごはん　ラード　さとう
ノンエッグマヨネーズ
じゃがいも

たまねぎ　かぼちゃ　きゅうり
ホールコーン　にんじん　はくさい
トマト　にんにく　しょうが

一食平均エネルギー：634 Kcal たんぱく質：24.4 g 脂質：17.2 g 食塩：1.9 g

キャベツ　ほうれん草　にんじん
たけのこ　ごぼう　干ししいたけ

ごはん　ごま油　さとう
米油　じゃがいも

しょうが　長ねぎ　にんじん
キャベツ　そうめんかぼちゃ
ピーマン　にんにく　たまねぎ
メンマ

ごはん　さとう　ごま油

だいこん　しょうが　キャベツ
きゅうり　にんじん　なめたけ
えのきたけ　たまねぎ　ごぼう
こんにゃく　長ねぎ

ごはん　でんぷん　米油
じゃがいも　さとう
ごま油　ごま　トック

にんにく　もやし　ほうれん草
にんじん　だいこん　たまねぎ
えのきたけ　たけのこ　長ねぎ

パン　さつまいも　米油
さとう　スパゲッティ
じゃがいも　小麦

にんにく　たまねぎ　ピーマン
トマト　にんじん　はくさい
かぼちゃ

中華めん　水あめ　米油
ごま油　さとう　ごま
じゃがいも　なたね油
玄米

たまねぎ　にんにく　りんご
れんこん　にんじん　こんにゃく
さやいんげん　なめこ　長ねぎ

ごはん　でんぷん　米油
さとう　さといも
さつまいも

しょうが　にんにく　キャベツ
にんじん　ほうれん草　ゆず果汁
だいこん　ごぼう　こんにゃく
しめじ　さやいんげん

ごはん　はちみつ　米油
オリーブ油　　さとう
じゃがいも　マカロニ

にんにく　ごぼう　キャベツ
ホールコーン　たまねぎ　しめじ
えだまめ　トマト

ごはん　米油
ノンエッグマヨネーズ

切干大根　にんじん　もやし
ピーマン　たまねぎ　えのきたけ

ごはん　じゃがいも
さつまいも　カレールウ
米油　ごま油

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　キャベツ

ごはん　じゃがいも
でんぷん

熱や力になるもの

ごはん　米油　でんぷん
パン粉　小麦粉　春雨
ごま油　さとう

コーン　にんじん　ほうれん草
しょうが　キャベツ　にんにく
たまねぎ　メンマ　はくさい

ごはん　米油　さとう
でんぷん　さつまいも

たまねぎ　にんじん　えだまめ
だいこん　えのきたけ　長ねぎ

こめ粉パン　米油　米粉
パン粉　じゃがいも

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　トマト　キャベツ
きゅうり　ホールコーン　パセリ

ごはん　さとう　ごま油
ノンエッグマヨネーズ
ごま　じゃがいも

にんじん　キャベツ　きゅうり
ブロッコリー　ホールコーン
ごぼう　こんにゃく　干ししいたけ
長ねぎ

ごはん　米粉　さとう
ごま油

体の調子を整えるもの

ごはん　大麦　米油
ごま油　ぶどう糖

にんじん　たまねぎ　ホールコーン
キャベツ　ブロッコリー　しめじ
かぼちゃ　ほうれん草
ブルーベリー

令和4年　10月分 　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表 〔小学校B〕上越市教育委員会

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

・20日（木）「食育の日献立～給食で日本を旅しよう～」

１０月は高知県です。かつおは、高知県でたくさんとれる魚です。今回は、かつおと青大豆の揚げ煮にします。サ

ラダには、ゆずを使います。ゆずは、高知県が日本一の生産地です。汁物の”ぐる煮”は、根菜を使ったとてもやさ

しい味の郷土料理です。高知県にちなんだ料理を味わいましょう。
・２１日（金）「ふるさと献立」
上越市には古くから作られてきた「伝統野菜」と、安定した品質と一定の生産量がある「特産野菜」を合わせ

て「上越野菜」として現在、11品目の伝統野菜と5品目の特産野菜を認定しています。今日の給食では、この

「上越野菜」の仲間の「なますかぼちゃ」を味わいます。 上越市の食育推進キャラクター
「もぐもぐジョッピー」


