
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(赤) Kcal g

3 月
ごはん 牛乳 たらとれんこんのあげに

ゆかりあえ
すましじる

ぎゅうにゅう　たら
とうふ　わかめ
かまぼこ　こんぶ

618 22.0

4 火
ごはん 牛乳 ぶたにくとあつあげのしょうがいため

こまツナサラダ
なめこのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あつあげ　ツナ
とうふ　みそ　だいず

612 25.3

5 水
ごはん 牛乳 さけのマヨコーンやき

きりぼしバンサンスー
にくだんごのスープ

ぎゅうにゅう　さけ
なると

604 26.9

6 木
ごはん 牛乳 ハンバーグのおろしソース

れんこんサラダ
うちまめのみそしる

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　ツナ　あつあげ
うちまめ　みそ

623 24.6

7 金

さつまいも
ごはん

牛乳 【十三夜こんだて】
ごろっとだいずフライ
のりずあえ
かぼちゃボールのすましじる

ぎゅうにゅう　だいず
ぶたにく　ツナ　のり
とりにく

614 21.8

11 火

キャロット
ピラフ

牛乳 【目のあいごデーこんだて】
ミートボールとやさいのケチャップいため

ローストパンプキン
たまごスープ

ぎゅうにゅう　わかめ
かまぼこ　たまご
ぶたにく　とりにく

639 21.4

12 水
ごはん 牛乳 さばのまつまえに

たくあんあえ
あきのこんさいみそしる

ぎゅうにゅう　さば　こんぶ
かつおぶし　ぶたにく
あぶらあげ　みそ　だいず

641 27.1

13 木
ごはん 牛乳 やさいいりシュウマイ

はるさめサラダ
あつあげのちゅうかに

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　ツナ
あつあげ

651 24.5

14 金

こくとうパン 牛乳 ひじきとだいずのチーズやき
カレーもやし
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　チーズ
ベーコン　しろいんげんまめ
とうにゅう

608 25.8

17 月

ごはん 牛乳 【世界食糧デー＆ふるさとこんだて】

めぎすのしおこうじやき
きりぼしだいこんのいために
あつあげとさといものみそしる

ぎゅうにゅう　めぎす
さつまあげ　あぶらあげ
うちまめ　あつあげ
みそ　だいず

605 25.1

18 火

むぎごはん 牛乳 セルフのこんさいそぼろどん
いそマヨあえ
だいこんのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ひじき　だいず　とうふ
のり　かつおぶし
あぶらあげ　わかめ　みそ

617 24.6

19 水

ごはん 牛乳
【しょくいくの日　えひめ県】
たいざんぎ
みかんあえ
いもたき

ぎゅうにゅう　マダイ
　わかめ　あぶらあげ 615 23.9

20 木

ゆでちゅうかめん
牛乳 みそたんたんスープ

さつまいもとだいずの
　　　　　　　ごまがらめ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ
かたくちいわし

720 32.8

21 金

わかめごはん 牛乳 ふとまきたまご
おひたし
とんじる　　とうにゅうプリン

わかめ　ぎゅうにゅう
たまご　かまぼこ
かつおぶし　ぶたにく
とうふ　みそ　とうにゅう

628 23.5

25 火
ごはん 牛乳 くるまふのあげに

れんこんのカレーきんぴら
もずくとなますかぼちゃのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
さつまあげ　もずく
とうふ　みそ

622 21.5

26 水

むぎごはん 牛乳 あきのみかくカレー
ひじきとだいずのサラダ
くりのムース

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ひじき　だいず 670 19.8

27 木

ゆでうどん 牛乳 とりごもくじる
ブロッコリーのおかかあえ
てづくりかぼちゃこめこ
　　　　　　　　むしケーキ

ぎゅうにゅう　とりにく
あぶらあげ　ちくわ
こんぶ　かつおぶし
とうにゅう

681 25.4

28 金

こめこパン 牛乳 りんごジャム
手作りかぼちゃオムレツ
コールスローサラダ
きのこのポタージュ

ぎゅうにゅう　ベーコン
チーズ　たまご
とりにく
しろいんげんまめ

650 28.8

31 月
ごはん 牛乳 しおこうじバジルチキン

おからポテトサラダ
コンソメスープ

ぎゅうにゅう　とりにく
おから　ツナ
ウインナー

616 24.9

こめ　さとう　こむぎこ
はるさめ　ごまあぶら
ごま　こめあぶら
でんぷん

　　　　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(緑)

〔板倉小学校〕上越市教育委員会

熱や力になるもの(黄)

れんこん　キャベツ　もやし
コーン　あかしそ　だいこん
えのきたけ　ながねぎ

しょうが　たまねぎ　あかピーマン
こまつな　にんじん　もやし
だいこん　なめこ　ながねぎ

クリームコーン　パセリ　もやし
きゅうり　にんじん　なますかぼちゃ
きりぼしだいこん　たまねぎ
えのきたけ　はくさい　ほうれんそう

たまねぎ　だいこん　れんこん
キャベツ　コーン　ほうれんそう
はくさい　えのきたけ　ながねぎ

こめ　こめあぶら
でんぷん　ごまあぶら

こめ　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
ごまあぶら　さとう
ごま

こめ　でんぷん　さとう
ごまあぶら　ごま
じゃがいも

こめこパン　りんごジャム
水あめ　さとう
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ　こめあぶら
じゃがいも

こめ　さとう
じゃがいも
ノンエッグマヨネーズ

こめ　こめあぶら
こめこ　ごまあぶら
さとう　さといも

コッペパン　くろざとう
こめあぶら　さとう
さつまいも　こめこ

たまねぎ　もやし　にんじん
ほうれんそう　コーン　キャベツ
しめじ　パセリ

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　さとう
ごま

こめ　さつまいも
こめあぶら　さとう
じゃがいも　でんぷん

こめ　おおむぎ
バター　じゃがいも
こめあぶら　さとう
でんぷん　オリーブゆ

こめ　さとう　ごま
さといも

にんじん　たまねぎ　もやし
ほうれんそう　レモンじる
だいこん　ごぼう　えのきたけ
しらたき　ながねぎ

きりぼしだいこん　にんじん
さやいんげん　はくさい
ながねぎ

しょうが　れんこん　にんじん
さやいんげん　もやし　だいこん
ほうれんそう　えのきたけ

にんにく　しょうが　メンマ
ほししいたけ　たまねぎ　にんじん
もやし　コーン　ながねぎ

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

にんじん　コーン　たまねぎ
エリンギ　ピーマン　かぼちゃ
パセリ　はくさい　トマト

にんにく　しょうが　きゅうり
キャベツ　もやし　たくあん
にんじん　はくさい　れんこん
なめこ　ながねぎ

こめ　おおむぎ
こめあぶら　さとう
ごま　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ

こめ　おおむぎ　さといも
こめあぶら　カレールウ
さとう　くり

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　さとう
さといも

ちゅうかめん　こめあぶら
ごまあぶら　さつまいも
でんぷん　さとう　ごま

こめ　さとう　でんぷん
だいずあぶら　ごま
じゃがいも　ごまあぶら

もやし　キャベツ　ほうれんそう
にんじん　たまねぎ　だいこん
ごぼう　しらたき

れんこん　にんじん　ごぼう
メンマ　こんにゃく　さやいんげん
なますかぼちゃ　だいこん　ながねぎ

こめ　ふ　こめこ
こめあぶら　さとう

一食平均エネルギー：633 Kcal 食塩：2.0 g

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　しめじ　だいこん　トマト
かぼちゃ　もやし　ブロッコリー

しょうが　キャベツ　もやし
みかん缶　にんじん　だいこん
こんにゃく　ほししいたけ

たんぱく質：24.7 g 脂質：17.5 g

たまねぎ　にんじん　えのきたけ
ほししいたけ　ながねぎ
ブロッコリー　キャベツ
もやし　コーン　かぼちゃ

りんご　たまねぎ　ほうれんそう
かぼちゃ　キャベツ　きゅうり
にんじん　コーン　エリンギ
しめじ　にんにく　パセリ

バジル　キャベツ　ブロッコリー
はくさい　にんじん　たまねぎ
だいこん　ほうれんそう

ゆでうどん　でんぷん
ごま　こめこ　さとう
こめあぶら

日本全国を給食でめぐろう 19日

えひめ県

17日 地域の食材、季節の食材を食べて

食品ロスについて考えよう！

◆地域の食材・季節の食材◆
・米 ・めぎす ・塩こうじ ・切り干し大根 ・うち豆 ・厚揚げ ・みそ
・さといも ・はくさい ・ねぎ

私たちが住む地域でとれた食材を食べることを『地産地
消』と言います。地産地消は、必要な食材をすぐに手に入
れることができ、食品ロスを減らすことにつながります。

●たいざんぎ

愛媛県は瀬戸内海に面した県です。漁業がさかんで、養殖マダイの生

産量は日本一です。給食でも愛媛県産のマダイを使用しています。

「たいざんぎ」はたいのからあげです。サクサクの衣とふわふわの

身の食感を楽しみましょう。

●みかん
愛媛県はフルーツ王国です。特にかんきつ類の生産がさかんで、
収穫量も日本一です。



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(赤) Kcal g

3 月
ごはん 牛乳 たらとれんこんのあげに

ゆかりあえ
すましじる

ぎゅうにゅう　たら
とうふ　わかめ
かまぼこ　こんぶ

612 21.5

4 火
ごはん 牛乳 ぶたにくとあつあげのしょうがいため

こまツナサラダ
なめこのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
　あつあげ　ツナ
とうふ　みそ　だいず

600 24.3

5 水
ごはん 牛乳 さけのマヨコーンやき

きりぼしバンサンスー
にくだんごのスープ

ぎゅうにゅう　さけ
なると　とりにく

604 26.4

6 木
ごはん 牛乳 ハンバーグのおろしソース

れんこんサラダ
うちまめのみそしる

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　ツナ　みそ
あつあげ　うちまめ

622 24.7

7 金

さつまいもごはん
牛乳 【十三夜こんだて】

ごろっとだいずフライ
のりずあえ
かぼちゃボールのすましじる

ぎゅうにゅう　だいず
ぶたにく　ツナ　のり
とりにく

611 21.9

11 火

キャロッ
トピラフ

牛乳 【目のあいごデーこんだて】
ミートボールとやさいのケチャップいため

ローストパンプキン
うずらたまごのスープ

ぎゅうにゅう　わかめ
かまぼこ　うずらたまご
とりにく

637 20.5

12 水
ごはん 牛乳 さばのまつまえに

たくあんあえ
あきのこんさいみそしる

ぎゅうにゅう　さば　こんぶ
かつおぶし　ぶたにく
あぶらあげ　みそ　だいず

638 27.0

13 木
ごはん 牛乳 やさいいりシュウマイ

はるさめサラダ
あつあげのちゅうかに

ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　ツナ
あつあげ

635 23.9

14 金

こくとうパン 牛乳 ひじきとだいずのとうにゅうチーズやき

カレーもやし
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　豆乳チーズ
ベーコン　しろいんげんまめ
とうにゅう

606 24.3

17 月

ごはん 牛乳 【世界食糧デー&ふるさとこんだて】
めぎすのしおこうじやき
きりぼしだいこんのいために
あつあげとさといものみそしる

ぎゅうにゅう　めぎす
さつまあげ　あぶらあげ
うちまめ　あつあげ
みそ　だいず

610 25.6

18 火
ごはん 牛乳 セルフのこんさいそぼろどん

いそマヨあえ
だいこんのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく　ひじき
だいず　とうふ　のり　かつおぶし
あぶらあげ　わかめ　みそ

624 24.3

19 水

ごはん 牛乳 【食育の日　えひめ県】
たいざんぎ
みかんあえ
いもたき

ぎゅうにゅう　たい
わかめ　あぶらあげ 615 23.8

20 木

ゆでちゅうかめん
牛乳

みそたんたんスープ
さつまいもとだいずのごまがらめ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ
かたくちいわし

720 32.8

21 金

わかめごはん 牛乳 ふとまきたまご
おひたし
とんじる　　　りんごゼリー

わかめ　ぎゅうにゅう　たまご
かまぼこ　かつおぶし
ぶたにく　とうふ　みそ

632 23.0

24 月
ごはん 牛乳 しろみさかなのチリソースかけ

やみつきしおこんぶあえ
かぼちゃのみそしる

ぎゅうにゅう　ホキ
こんぶ　あぶらあげ
みそ　だいず

619 25.0

25 火
ごはん 牛乳 ちくわのかおりやき

れんこんのカレーきんぴら
もずくとなますかぼちゃのみそしる

ぎゅうにゅう　ちくわ
あおのり　かつおぶし
ぶたにく　さつまあげ
もずく　とうふ　みそ

603 23.3

26 水
ごはん 牛乳 あきのみかくカレー

ひじきとだいずのサラダ
フルーツあんにん

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ひじき　だいず
とうにゅう

655 19.5

27 木

ゆでうどん 牛乳 とりごもくじる
ブロッコリーのおかかあえ
てづくりこめこのかぼちゃむしケーキ

ぎゅうにゅう　とりにく
あぶらあげ　ちくわ　こんぶ
かつおぶし　とうにゅう

681 25.4

28 金

こめこパン 牛乳 りんごジャム
チーズオムレツ
コールスローサラダ
きのこのとうにゅうポタージュ

ぎゅうにゅう　たまご
チーズ　とりにく
しろいんげんまめ
とうにゅう

629 27.8

31 月
ごはん 牛乳 しおこうじバジルチキン

おからポテトサラダ
コンソメスープ

ぎゅうにゅう　とりにく
おから　ツナ
ウインナー

613 24.9

　　　　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(緑)

〔豊原小学校〕上越市教育委員会

こめ　さつまいも
こめあぶら　さとう
じゃがいも　でんぷん

こめ　マーガリン(乳不使用)
じゃがいも　こめあぶら
さとう　でんぷん
オリーブゆ

こめ　さとう　ごま
さといも

にんじん　たまねぎ　もやし
ほうれんそう　レモンじる
だいこん　ごぼう　えのきたけ
しらたき　ながねぎ

こめ　こめこ
こめあぶら　ごまあぶら
さとう　ごま

こめ　さとう　こむぎこ
はるさめ　ごまあぶら　ご
ま　こめあぶら
でんぷん

きりぼしだいこん　にんじん
さやいんげん　はくさい
ながねぎ

しょうが　れんこん　にんじん
さやいんげん　もやし　ほうれんそう
だいこん　えのきたけ

にんにく　しょうが　メンマ
ほししいたけ　たまねぎ
にんじん　もやし　コーン　ながねぎ

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

こめ　でんぷん　こめこ
こめあぶら　さとう
ごま

熱や力になるもの(黄)

れんこん　キャベツ　もやし
コーン　あかしそ　えのきたけ
だいこん　ながねぎ

しょうが　たまねぎ　あかピーマン
こまつな　にんじん　もやし
だいこん　なめこ　ながねぎ

クリームコーン　パセリ　もやし
きゅうり　にんじん　そうめんかぼちゃ
きりぼしだいこん　たまねぎ　えのきたけ
はくさい　ほうれんそう

たまねぎ　だいこんおろし　れんこん
キャベツ　コーン　ほうれんそう
はくさい　えのきたけ　ながねぎ

こめ　こめあぶら
でんぷん　ごまあぶら

こめ　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
ごまあぶら　さとう
ごま

こめ　でんぷん　さとう
ごまあぶら　ごま
じゃがいも

こめ　さとう
じゃがいも
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ

こめ　さといも
こめあぶら　カレールウ
さとう

ゆでうどん　でんぷん
ごま　こめこ　さとう
こめあぶら

こめこパン　さとう
だいずあぶら
こめあぶら　じゃがいも

こめ　こめあぶら
こめこ　ごまあぶら
さとう　さといも

コッペパン　くろざとう
こめあぶら　さとう
さつまいも　こめこ

にんじん　コーン　たまねぎ
エリンギ　ピーマン　かぼちゃ
パセリ　はくさい

にんにく　しょうが　きゅうり　キャベツ
もやし　たくあん　にんじん　はくさい
れんこん　なめこ　ながねぎ

たまねぎ　もやし　にんじん
　ほうれんそう　コーン
キャベツ　しめじ　パセリ

こめ　こめあぶら
さとう　ごま
ノンエッグマヨネーズ

こめ　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
こめあぶら　こめこ
さとう

こめ　でんぷん
こめこ　こめあぶら
さとう　さといも

ちゅうかめん　こめあぶら
ごまあぶら　さつまいも
でんぷん　さとう　ごま

こめ　さとう　でんぷん
だいずあぶら　ごま
じゃがいも　ごまあぶら

もやし　キャベツ　ほうれんそう
にんじん　たまねぎ　だいこん
ごぼう　しらたき　りんご果汁

しょうが　にんにく　ながねぎ
にんじん　もやし　キャベツ
かぼちゃ　たまねぎ　えのきたけ

一食平均エネルギー：628 Kcal 食塩：2.0 g

れんこん　にんじん　ごぼう
メンマ　こんにゃく
さやいんげん　なますかぼちゃ
だいこん　こまつな

しょうが　キャベツ　もやし
みかん缶　にんじん　だいこん
こんにゃく　ほししいたけ

たんぱく質：24.5 g 脂質：17.1 g

しょうが　にんにく　たまねぎ　トマト
にんじん　しめじ　だいこん　かぼちゃ
もやし　ブロッコリー　おうとう缶

たまねぎ　にんじん　えのきたけ
ほししいたけ　ながねぎ　ブロッコリー
キャベツ　もやし　コーン　かぼちゃ

りんご　キャベツ　きゅうり
にんじん　コーン　エリンギ
しめじ　にんにく　たまねぎ
パセリ

バジル　キャベツ　ブロッコリー
はくさい　にんじん　たまねぎ
だいこん　ほうれんそう

17日 地域の食材、季節の食材を食べて

食品ロスについて考えよう！
◆地域の食材・季節の食材◆
・米 ・めぎす ・塩こうじ ・切り干し大根 ・うち豆 ・厚揚げ ・みそ
・さといも ・はくさい ・ねぎ

私たちが住む地域でとれた食材を食べることを『地産地消』と言い
ます。地産地消は、必要な食材をすぐに手に入れることができ、食品
ロスを減らすことにつながります。

日本全国を給食でめぐろう

●たいざんぎ

愛媛県は瀬戸内海に面した県です。漁業がさかんで、養殖マダイの生産量は日本一で

す。給食でも愛媛県産のマダイを使用しています。

「たいざんぎ」はたいのからあげです。サクサクの衣とふわふわの身の食感を

楽しみましょう。

●みかん

愛媛県はフルーツ王国です。特にかんきつ類の生産がさかんで、

収穫量も日本一です。

19日

えひめ県


