
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 やきぎょうざ
はるさめサラダ
ごもくちゅうかうまに

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりにく　だいず　ハム
あつあげ

647 24.1

4 火
ごはん 牛乳

さばのしょうがに
ゆかりあえ　さつまじる

ぎゅうにゅう　さば　とりにく
あぶらあげ　とうふ　みそ
だいず

669 29.8

5 水
ごはん 牛乳 さけふりかけ

あつあげのごまだれがけ
ツナあえ　えのきのみそしる

さけ　ぎゅうにゅう
あつあげ　ツナ　のり
あぶらあげ　みそ

617 22.7

6 木

キャロットごはん 牛乳 ◆めのあいごデーこんだて
ひとみキラキラハヤシライス
くきわかめとこんにゃくのサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
しろいんげんまめ
くきわかめ

639 19.4

7 金
ごはん 牛乳 とりにくのしおこうじやき

じゃがいものきんぴら
うちまめとんじる

ぎゅうにゅう　とりにく
さつまあげ　ぶたにく
とうふ　うちまめ　みそ

614 28.4

11 火
ごはん 牛乳

たらとれんこんのあげに
おひたし　いももちじる

ぎゅうにゅう　たら　だいず
ぶたにく 658 22.4

12 水

コッペパン 牛乳 てづくりりんごジャム
ひじきとだいずのチーズやき
さつまいものとうにゅうスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　ひじき　とうにゅう
ベーコン　しろいんげんまめ

607 25.9

13 木

むぎごはん 牛乳 セルフのツナたまそぼろどん
いそあえ
じゃがいもとニラのみそしる

ぎゅうにゅう　ツナ　だいず
たまご　のり　あぶらあげ
みそ

619 23.9

14 金

ごはん 牛乳 ミートボールとやさいの
　　　　　　　　ケチャップいため
ごまじょうゆあえ
ワンタンスープ

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　なると 603 18.9

17 月
ごはん 牛乳 セルフのぶたキムチどん

ローストポテト
しおこうじスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
みそ　かまぼこ 598 23.0

18 火

さつまいもごはん 牛乳
ふとまきたまご　ごまあえ
めぎすのつみれじる

ぎゅうにゅう　たまご
ちくわ　めぎす　あつあげ
みそ　だいず

620 26.2

19 水

ごはん オレンジジュース

【食育の日　えひめけんこんだて】
たいざんぎ
やさいとかまぼこのあえもの
いもたき

めだい　わかめ　かまぼこ
あぶらあげ 609 18.5

20 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 わかめラーメンスープ
きびなごのカリカリやき
きりぼしだいこんのいためナムル

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なると　わかめ　きびなご
　ツナ

617 28.1

21 金

24 月

むぎごはん 牛乳 あきのかおりカレー
ひじきとハムのサラダ
ぶどうゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ひじき　あおだいず　ハム

657 21.1

25 火

ごはん 牛乳 【新潟米の日こんだて】
めぎすのからあげ
　　　　あまざけトマトソース
れんこんのごまサラダ
もずくのみそしる

ぎゅうにゅう　めぎす　ハム
もずく　とうふ　みそ 602 21.7

26 水

アップルこめこパン
牛乳

オムレツ　ダブルポテトサラダ
ミネストローネ

ぎゅうにゅう　たまご
ウインナー　ベーコン
しろいんげんまめ

647 23.9

27 木

ゆでうどん 牛乳 ごもくスープ
ブロッコリーのおかかあえ
てづくりかぼちゃむしケーキ

ぎゅうにゅう　とりにく
あぶらあげ　こんぶ
かつおぶし　とうにゅう

650 22.8

28 金

ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】
さけのもみじやき
なますかぼちゃのカレーいため
あきののっぺいじる

ぎゅうにゅう　さけ
ぶたにく　ちくわ　かまぼこ
あつあげ

631 28.4

31 月

ごはん 牛乳
コーヒーのもと

◆給食委員が考えた
　　　　　　　ハロウィンこんだて
ハロウィンハンバーグ
パンプキンサラダ
コーンたまごスープ

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　あおだいず
かまぼこ　たまご

680 22.8

食塩：1.9 g一食平均エネルギー：631 Kcal

りんご　にんじん　きゅうり　セロリー
たまねぎ　キャベツ　トマト　パセリ

オレンジジュース　しょうが　キャベツ
にんじん　だいこん　こんにゃく
ほししいたけ

たんぱく質：23.8 g 脂質：17.0 g

たまねぎ　にんじん　えのきたけ
はくさい　ながねぎ　ブロッコリー
もやし　コーン　かぼちゃ

遠足のため、お弁当の日です。

にんじん　キャベツ　そうめんかぼちゃ
ごぼう　だいこん　ほししいたけ

たまねぎ　かぼちゃ　キャベツ
きゅうり　にんじん　コーン
ほうれんそう

こめこパン　さとう　だいずあぶら
じゃがいも　さつまいも
ノンエッグマヨネーズ　マカロニ

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　さとう
ごまあぶら　さといも

ちゅうかめん　さとう
こめあぶら　こむぎこ　ごま

こめ　おおむぎ　こめあぶら
じゃがいも　カレールウ
さとう

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　エリンギ　しめじ
キャベツ　コーン　ぶどう

にんにく　トマト　れんこん
キャベツ　にんじん　コーン
たまねぎ

こめ　こめあぶら　オリーブゆ
あまざけごま　さとう
じゃがいも

もやし　キャベツ　にんじん　コーン
だいこん　ごぼう　ながねぎ

しょうが　にんにく　メンマ　にんじん
もやし　コーン　ながねぎ　きりぼしだいこ
ん　キャベツ　にら

☆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。ご了承ください。

にんじん　ごぼう　えだまめ　もやし
こまつな　たまねぎ　にら

れんこん　キャベツ　もやし　コーン
えのきたけ　にんじん　たまねぎ
ごぼう　しらたき　ながねぎ

りんご　たまねぎ　トマト　にんじん
はくさい　パセリ

ゆでうどん　でんぷん　こめこ
さとう　こめあぶら

こめ　ノンエッグマヨネーズ
こめあぶら　さとう
じゃがいも　でんぷん

こめ　コーヒーのもと　パンこ
でんぷん　さとう
ノンエッグマヨネーズ

こめ　さつまいも　さとう
だいずあぶら　　ごま

こめ　　こむぎこ　ごまあぶら
こめこ　水あめ　でんぷん
　はるさめ　さとう　ごま
こめあぶら

熱や力になるもの

キャベツ　しょうが　にら　にんじん
にんにく　たまねぎ　メンマ　はくさい

しょうが　だいこん　キャベツ　もやし
にんじん　ゆかりこ　たまねぎ
ながねぎ

にんじん　もやし　こまつな　たまねぎ
えのきたけ　ながねぎ

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

こめ　さとう　ごま　さつまいも

こめ　こめあぶら　じゃがいも
ハヤシルウ　ごまあぶら　ごま

こめ　ごま　さとう
だいずあぶら　こめこ
じゃがいも

こめ　じゃがいも　こめあぶら
さとう　ごま

こめ　でんぷん　コーンフラワー
こめこ　こめあぶら　さとう
ごま　じゃがいも

コッペパン　さとう　こめあぶら
パンこ　さつまいも　こめこ

にんにく　しょうが　にんじん
こんにゃく　たまねぎ　だいこん
えのきたけ　ながねぎ

こめ　こめあぶら　さとう
ごまあぶら　でんぷん
じゃがいも

こめ　パンこ　でんぷん
じゃがいも　こめあぶら　さとう
ごまあぶら　ごま　ワンタン

たまねぎ　にんじん　ピーマン　もやし
こまつな　コーン　メンマ　はねぎ

しょうが　にんにく　たまねぎ　キムチ
メンマ　にら　にんじん　キャベツ
えのきたけ

こめ　おおむぎ　こめあぶら
さとう　じゃがいも

　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表令和4年　10月分

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

体の調子を整えるもの

〔大潟町小〕上越市教育委員会

【１０月の大潟産野菜】 長ねぎ じゃがいも かぼちゃ さつまいも なますかぼちゃ 里いも 大根 白菜

実りの秋、大潟のおいしい野菜をたくさん使用します。大潟の味を味わいましょう。


