
エネルギー たん白質 脂質 塩分

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g g g

3 月

ごはん 牛乳 ぶたキムチ
ローストチーズポテト
もずくのかきたまスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
みそ チーズ とうふ もずく
たまご

643 25.0 18.6 1.8

4 火

ごはん 牛乳
さばのみそに　いマヨあえ
いももちじる

ぎゅうにゅう さば みそ
かつおぶし のり ぶたにく

671 27.1 20.5 1.8

5 水

ごはん 牛乳 ミートボールすぶた
キャベツのごまじょうゆあえ
ワンタンスープ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく なると

638 22.0 16.1 2.1

6 木

ごはん 牛乳
たらとれんこんのあげに
ゆかりあえ　かぼちゃのみそしる

ぎゅうにゅう まだら
だいず とうふ あぶらあげ
わかめ みそ

674 23.6 19.7 1.9

7 金

こめこパン 牛乳
　【目のあいごデーこんだて】
ブルーベリージャム
ハンバーグのきのこソースがけ
ビタミンABCサラダ
にんじんのポタージュ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく だいず ベーコン
スキムミルク だいず

672 29.0 23.3 2.7

11 火

ごはん 牛乳 ささかまのコーンマヨやき
もやしのはるさめいため
さといものそぼろに

ぎゅうにゅう ささかまぼこ
ツナ ぶたにく あつあげ
だいず

707 26.8 21.7 2.0

12 水

ごはん 牛乳 あきやさいの
チキンエッグカレーライス
ふくじんづけあえ　ぶどうゼリー

ぎゅうにゅう とりにく
うずらたまご だいず

737 22.8 20.2 2.2

13 木

さつまいも
ごはん

牛乳
かれいのからあげ　ごまあえ
キャベツのみそしる

ぎゅうにゅう かれい とうふ
あぶらあげ みそ だいず

640 26.2 19.8 2.0

14 金

コッペパン 牛乳 てづくりりんごジャム
ほうれんそうサラダ
ポークビーンズ　チーズ

ぎゅうにゅう ツナ ベーコン
ぶたにく だいず チーズ

655 27.6 23.3 2.7

17 月

ごはん 牛乳
【ちゅうえつじしんふっこうおうえんこんだて】

ふっカツ　のりずあえ
あきやさいのとんじる

ぎゅうにゅう ツナ のり
ぶたにく とうふ だいず
みそ

679 23.1 19.9 2.1

18 火

ごはん 牛乳 セルフのこんさいそぼろどん
あおのりフレンチポテト
めぎすのつみれじる

ぎゅうにゅう ぶたにく　みそ
だいず たまご あおのり
めぎす あつあげ わかめ

690 29.7 22.2 1.8

19 水

ごはん 牛乳 【食育の日：えひめけん】
たいざんぎ　いもたき
みかんとわかめのさっぱりあえ

ぎゅうにゅう まだい
わかめ あぶらあげ

647 24.2 19.2 2.0

20 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 マーボーめん
くきわかめのちゅうかサラダ
さつまいものこめこむしパン

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず とうふ くきわかめ
みそ

709 27.5 18.2 2.3

21 金

ごはん 牛乳 あつあげのツナマヨチーズやき
こんさいのおかかきんぴら
うちまめいりしおこうじじる

ぎゅうにゅう あつあげ ツナ
チーズ とりにく さつまあげ
かつおぶし うちまめ

668 25.8 22.5 2.2

25 火

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 たまご なると
あつあげ

682 25.3 21.4 1.9

26 水

ごはん 牛乳  【ふるさとこんだて】
さけのもみじやき
なますかぼちゃのいために
あきののっぺじる

ぎゅうにゅう さけ
ぶたにく かまぼこ あつあげ

648 27.7 19.4 1.8

27 木

ゆでうどん 牛乳 とりごぼうのかきたまうどん
ブロッコリーのおかかあえ
さつまいものシュガーバター

ぎゅうにゅう とりにく
こんぶ たまご かつおぶし

692 24.1 16.2 2.1

28 金

ごはん 牛乳
チキンたれカツ　いそづけ
なめこのみそしる

ぎゅうにゅう とりにく
わかめ とうふ あぶらあげ
みそ

631 27.3 17.5 1.9

31 月

チキンライス 牛乳 【ハロウィンこんだて】
チーズオムレツ ハロウィンサラダ
パンプキンポタージュ

とりにく ぎゅうにゅう ﾁｰｽﾞ
たまご かまぼこ ベーコン
スキムミルク だいず

678 26.9 17.8 2.2

　　☆ 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。

　　☆献立表の中の太字：三和産食材

　　 今月
こ ん げ つ

の三
さ ん

和
わ

産
さ ん

食材
し ょ く ざ い

こめ てんぷらこ パンこ
あぶら さとう

もやし こまつな にんじん だいこん
なめこ ながねぎ

こめ バター さとう あぶら
じゃがいも こめこ

たまねぎ にんじん グリンピース
コーン キャベツ ブロッコリー
かぼちゃ パセリ

一食平均エネルギー：672 Kcal たんぱく質：25.9 g 脂質：19.9 g 食塩：2.1 g

こめ さとう こむぎこ
はるさめ ごまあぶら
あぶら でんぷん

コーン たまねぎ にんじん もやし
ほうれんそう しょうが にんにく
ほししいたけ メンマ はくさい

こめ マヨネーズ あぶら
さとう ごま さといも
でんぷん

にんじん なますかぼちゃ しらたき
さやいんげん ごぼう だいこん
れんこん ほししいたけ

ゆでうどん でんぷん
ごまあぶら さつまいも
あぶら バター さとう

ごぼう にんじん だいこん えのきたけ
ながねぎ ブロッコリー もやし コーン

ちゅうかめん あぶら さとう
でんぷん ごまあぶら こめこ
さつまいも

にんにく しょうが にんじん たまねぎ
メンマ ながねぎ もやし コーン
プチマリン

こめ ノンエッグマヨネーズ
あぶら さとう じゃがいも

ごぼう にんじん れんこん こんにゃく
ピーマン だいこん しめじ ながねぎ

こめ ふ さとう ごまあぶら
こむぎこ こめこ パンこ
あぶら さつまいも

にんにく もやし ほうれんそう ごぼう
にんじん だいこん しめじ れんこん
こんにゃく

こめ あぶら さとう ごま
じゃがいも

しょうが にんじん ごぼう れんこん
こまつな だいこん ながねぎ

こめ でんぷん こめこ
あぶら さとう さといも

しょうが キャベツ プチマリン みかん
にんじん だいこん こんにゃく
ほししいたけ

こめ あぶら さつまいも
カレールウ こめこ ごま

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
だいこん しめじ キャベツ きゅうり
ふくじんづけ ぶどう

こめ さつまいも でんぷん
こむぎこ あぶら さとう
ごま

しょうが にんじん もやし ほうれんそう
えのきたけ たまねぎ キャベツ

コッペパン さとう あぶら
ごま じゃがいも

りんご レモン ほうれんそう もやし
コーン セロリー たまねぎ にんじん
にんにく トマト

こめ でんぷん こめこ
あぶら さとう ごま

れんこん にんじん もやし こまつな
ゆかりこ かぼちゃ たまねぎ

こめこパン ジャム さとう
でんぷん バター あぶら
ハヤシルウ じゃがいも
こめこ

ブルーベリー たまねぎ しめじ
えのきたけ キャベツ ほうれんそう
にんじん パセリ

こめ マヨネーズ はるさめ
ごまあぶら さとう さといも
あぶら でんぷん

クリームコーン にんにく しょうが
にんじん もやし こまつな たまねぎ
だいこん こんにゃく さやいんげん

こめ あぶら さとう
でんぷん ごま じゃがいも
ごまあぶら

たまねぎ にら しょうが キムチ
えのきたけ ほうれんそう ながねぎ

こめ さとう マヨネーズ
いももち でんぷん

しょうが もやし ほうれんそう にんじん
ごぼう だいこん えのきたけ しらたき
ながねぎ

こめ パンこ でんぷん
じゃがいも あぶら さとう
ごまあぶら ワンタン

たまねぎ プルーン にんじん ピーマン
キャベツ ブロッコリー コーン もやし
ほししいたけ メンマ ながねぎ

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

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

熱や力になるもの 体の調子を整えるもの

じゃがいも ピーマン
さといも かぼちゃ
にんにく なますかぼちゃ



エネルギー たん白質 脂質 塩分

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g g g

3 月

ごはん 牛乳 ぶたキムチ
ローストチーズポテト
もずくのかきたまスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
みそ チーズ とうふ もずく
たまご

641 24.9 18.5 1.8

4 火

ごはん 牛乳
さばのみそに　いマヨあえ
いももちじる

ぎゅうにゅう さば みそ
かつおぶし のり ぶたにく

671 27.1 20.5 1.8

5 水

ごはん 牛乳 ミートボールすぶた
キャベツのごまじょうゆあえ
ワンタンスープ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく なると

632 21.7 16.0 2.1

6 木

ごはん 牛乳
たらとれんこんのあげに
ゆかりあえ　かぼちゃのみそしる

ぎゅうにゅう まだら
だいず とうふ あぶらあげ
わかめ みそ

672 23.4 19.7 1.9

7 金

こめこパン 牛乳 　【目のあいごデーこんだて】
ブルーベリージャム
ハンバーグのきのこソースがけ
ビタミンABCサラダ
にんじんのポタージュ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく だいず ベーコン
スキムミルク だいず

669 28.9 23.2 2.7

11 火

ごはん 牛乳 ささかまのコーンマヨやき
もやしのはるさめいため
さといものそぼろに

ぎゅうにゅう ささかまぼこ
ツナ ぶたにく あつあげ
だいず

708 26.9 21.7 2.0

12 水

ごはん 牛乳 あきやさいの
チキンエッグカレーライス
ふくじんづけあえ　ぶどうゼリー

ぎゅうにゅう とりにく
うずらたまご だいず

732 22.7 20.0 2.1

13 木

さつまいも
ごはん

牛乳
かれいのからあげ　ごまあえ
キャベツのみそしる

ぎゅうにゅう かれい とうふ
あぶらあげ みそ だいず

635 26.0 19.4 2.0

14 金

コッペパン 牛乳 てづくりりんごジャム
ほうれんそうサラダ
ポークビーンズ　チーズ

ぎゅうにゅう ツナ ベーコン
ぶたにく だいず チーズ

655 27.6 23.3 2.7

17 月

ごはん 牛乳
【ちゅうえつじしんふっこうおうえんこんだて】

ふっカツ　のりずあえ
あきやさいのとんじる

ぎゅうにゅう ツナ のり
ぶたにく とうふ だいず
みそ

679 23.1 19.9 2.0

18 火

ごはん 牛乳 セルフのこんさいそぼろどん
あおのりフレンチポテト
めぎすのつみれじる

ぎゅうにゅう ぶたにく　みそ
だいず たまご あおのり
めぎす あつあげ わかめ

688 29.6 22.1 1.8

19 水

ごはん 牛乳 【食育の日：えひめけん】
たいざんぎ　いもたき
みかんとわかめのさっぱりあえ

ぎゅうにゅう まだい
わかめ あぶらあげ

647 24.2 19.2 2.0

20 木

ゆでちゅうかめん
牛乳 マーボーめん

くきわかめのちゅうかサラダ
さつまいものこめこむしパン

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず とうふ くきわかめ
みそ

708 27.4 18.2 2.3

21 金

ごはん 牛乳 あつあげのツナマヨチーズやき
こんさいのおかかきんぴら
うちまめいりしおこうじじる

ぎゅうにゅう あつあげ ツナ
チーズ とりにく さつまあげ
かつおぶし うちまめ

663 25.4 21.9 2.2

25 火

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 たまご なると
あつあげ

680 25.2 21.3 1.9

26 水

ごはん 牛乳  【ふるさとこんだて】
さけのもみじやき
なますかぼちゃのいために
あきののっぺじる

ぎゅうにゅう さけ
ぶたにく かまぼこ あつあげ

647 27.7 19.3 1.8

27 木

ゆでうどん 牛乳 とりごぼうのかきたまうどん
ブロッコリーのおかかあえ
さつまいものシュガーバター

ぎゅうにゅう とりにく
こんぶ たまご かつおぶし

692 24.1 16.2 2.1

28 金

ごはん 牛乳
チキンたれカツ　いそづけ
なめこのみそしる

ぎゅうにゅう とりにく
わかめ とうふ あぶらあげ
みそ

631 27.3 17.5 1.9

31 月

チキンライス 牛乳 【ハロウィンこんだて】
チーズオムレツ ハロウィンサラダ
パンプキンポタージュ

とりにく ぎゅうにゅう ﾁｰｽﾞ
たまご かまぼこ ベーコン
スキムミルク だいず

676 26.8 17.8 2.2

　　☆ 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。

　　☆献立表の中の太字：三和産食材

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

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

熱や力になるもの 体の調子を整えるもの

こめ あぶら さとう
でんぷん ごま じゃがいも
ごまあぶら

たまねぎ にら しょうが キムチ
えのきたけ ほうれんそう ながねぎ

こめ さとう マヨネーズ
いももち でんぷん

しょうが もやし ほうれんそう にんじん
ごぼう だいこん えのきたけ しらたき
ながねぎ

こめ パンこ でんぷん
じゃがいも あぶら さとう
ごまあぶら ワンタン

たまねぎ プルーン にんじん ピーマン
キャベツ ブロッコリー コーン もやし
ほししいたけ メンマ ながねぎ

こめ でんぷん こめこ
あぶら さとう ごま

れんこん にんじん もやし こまつな
ゆかりこ かぼちゃ たまねぎ

こめこパン ジャム さとう
でんぷん バター あぶら
ハヤシルウ じゃがいも
こめこ

ブルーベリー たまねぎ しめじ
えのきたけ キャベツ ほうれんそう
にんじん パセリ

こめ マヨネーズ はるさめ
ごまあぶら さとう さといも
あぶら でんぷん

クリームコーン にんにく しょうが
にんじん もやし こまつな たまねぎ
だいこん こんにゃく さやいんげん

こめ あぶら さつまいも
カレールウ こめこ ごま

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
だいこん しめじ キャベツ きゅうり
ふくじんづけ ぶどう

こめ さつまいも でんぷん
こむぎこ あぶら さとう
ごま

しょうが にんじん もやし ほうれんそう
えのきたけ たまねぎ キャベツ

コッペパン さとう あぶら
ごま じゃがいも

りんご レモン ほうれんそう もやし
コーン セロリー たまねぎ にんじん
にんにく トマト

ちゅうかめん あぶら さとう
でんぷん ごまあぶら こめこ
さつまいも

にんにく しょうが にんじん たまねぎ
メンマ ながねぎ もやし コーン
プチマリン

こめ ノンエッグマヨネーズ
あぶら さとう じゃがいも

ごぼう にんじん れんこん こんにゃく
ピーマン だいこん しめじ ながねぎ

こめ ふ さとう ごまあぶら
こむぎこ こめこ パンこ
あぶら さつまいも

にんにく もやし ほうれんそう ごぼう
にんじん だいこん しめじ れんこん
こんにゃく

こめ あぶら さとう ごま
じゃがいも

しょうが にんじん ごぼう れんこん
こまつな だいこん ながねぎ

こめ でんぷん こめこ
あぶら さとう さといも

しょうが キャベツ プチマリン みかん
にんじん だいこん こんにゃく
ほししいたけ

こめ さとう こむぎこ
はるさめ ごまあぶら
あぶら でんぷん

コーン たまねぎ にんじん もやし
ほうれんそう しょうが にんにく
ほししいたけ メンマ はくさい

こめ マヨネーズ あぶら
さとう ごま さといも
でんぷん

にんじん なますかぼちゃ しらたき
さやいんげん ごぼう だいこん
れんこん ほししいたけ

ゆでうどん でんぷん
ごまあぶら さつまいも
あぶら バター さとう

ごぼう にんじん だいこん えのきたけ
ながねぎ ブロッコリー もやし コーン

　　 今月
こ ん げ つ

の三
さ ん

和
わ

産
さ ん

食材
し ょ く ざ い

こめ てんぷらこ パンこ
あぶら さとう

もやし こまつな にんじん だいこん
なめこ ながねぎ

こめ バター さとう あぶら
じゃがいも こめこ

たまねぎ にんじん グリンピース
コーン キャベツ ブロッコリー
かぼちゃ パセリ

一食平均エネルギー：670 Kcal たんぱく質：25.8 g 脂質：19.8 g 食塩：2.1 g

じゃがいも ピーマン
さといも かぼちゃ
にんにく なますかぼちゃ



エネルギー たん白質 脂質 塩分

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g g g

3 月

ごはん 牛乳 ぶたキムチ
ローストチーズポテト
もずくのかきたまスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
みそ チーズ とうふ もずく
たまご

638 24.5 18.5 1.8

4 火

ごはん 牛乳
さばのみそに　いマヨあえ
いももちじる

ぎゅうにゅう さば みそ
かつおぶし のり ぶたにく

670 26.9 20.4 1.8

5 水

ごはん 牛乳 ミートボールすぶた
キャベツのごまじょうゆあえ
ワンタンスープ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく なると

623 20.8 14.8 2.1

6 木

ごはん 牛乳
たらとれんこんのあげに
ゆかりあえ　かぼちゃのみそしる

ぎゅうにゅう まだら
だいず とうふ あぶらあげ
わかめ みそ

666 23.4 18.8 1.9

7 金

こめこパン 牛乳
　【目のあいごデーこんだて】
ブルーベリージャム
ハンバーグのきのこソースがけ
ビタミンABCサラダ
にんじんのポタージュ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく だいず ベーコン
スキムミルク だいず

671 29.2 23.6 2.7

11 火

ごはん 牛乳 ささかまのコーンマヨやき
もやしのはるさめいため
さといものそぼろに

ぎゅうにゅう ささかまぼこ
ツナ ぶたにく あつあげ
だいず

704 26.6 21.1 2.0

12 水

ごはん 牛乳 あきやさいの
チキンエッグカレーライス
ふくじんづけあえ　ぶどうゼリー

ぎゅうにゅう とりにく
うずらたまご だいず

723 22.3 19.2 2.1

13 木

さつまいも
ごはん

牛乳
かれいのからあげ　ごまあえ
キャベツのみそしる

ぎゅうにゅう かれい とうふ
あぶらあげ みそ だいず

640 26.4 19.6 2.0

14 金

コッペパン 牛乳 てづくりりんごジャム
ほうれんそうサラダ
ポークビーンズ　チーズ

ぎゅうにゅう ツナ ベーコン
ぶたにく だいず チーズ

658 27.6 23.4 2.7

17 月

ごはん 牛乳
【ちゅうえつじしんふっこうおうえんこんだて】

ふっカツ　のりずあえ
あきやさいのとんじる

ぎゅうにゅう ツナ のり
ぶたにく とうふ だいず
みそ

678 23.3 19.8 2.0

18 火

ごはん 牛乳 セルフのこんさいそぼろどん
あおのりフレンチポテト
めぎすのつみれじる

ぎゅうにゅう ぶたにく　みそ
だいず たまご あおのり
めぎす あつあげ わかめ

682 29.5 21.7 1.8

19 水

ごはん 牛乳 【食育の日：えひめけん】
たいざんぎ　いもたき
みかんとわかめのさっぱりあえ

ぎゅうにゅう まだい
わかめ あぶらあげ

646 24.3 19.2 2.0

20 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 マーボーめん
くきわかめのちゅうかサラダ
さつまいものこめこむしパン

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず とうふ くきわかめ
みそ

707 27.3 18.1 2.3

21 金

ごはん 牛乳 あつあげのツナマヨチーズやき
こんさいのおかかきんぴら
うちまめいりしおこうじじる

ぎゅうにゅう あつあげ ツナ
チーズ とりにく さつまあげ
かつおぶし うちまめ

661 25.4 21.5 2.1

24 月

ごはん 牛乳
やきキャベツメンチカツ
ひじきサラダ　にらたまスープ

ぎゅうにゅう とりにく
ぶたにく だいず ひじき
たまご

648 22.6 19.7 1.9

25 火

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 たまご なると
あつあげ

680 24.9 20.8 1.9

26 水

ごはん 牛乳
 【ふるさとこんだて】
さけのもみじやき
なますかぼちゃのいために
あきののっぺじる

ぎゅうにゅう さけ
ぶたにく かまぼこ あつあげ

647 27.7 19.4 1.8

27 木

ゆでうどん 牛乳 とりごぼうのかきたまうどん
ブロッコリーのおかかあえ
さつまいものシュガーバター

ぎゅうにゅう とりにく
こんぶ たまご かつおぶし

689 23.7 16.3 2.1

28 金

ごはん 牛乳
チキンたれカツ　いそづけ
なめこのみそしる

ぎゅうにゅう とりにく
わかめ とうふ あぶらあげ
みそ

631 27.3 17.5 1.9

31 月

チキンライス 牛乳 【ハロウィンこんだて】
チーズオムレツ ハロウィンサラダ
パンプキンポタージュ

とりにく ぎゅうにゅう ﾁｰｽﾞ
たまご かまぼこ ベーコン
スキムミルク だいず

675 26.5 17.9 2.3

　　☆ 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。

　　☆献立表の中の太字：三和産食材

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

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

熱や力になるもの 体の調子を整えるもの

こめ あぶら さとう
でんぷん ごま じゃがいも
ごまあぶら

たまねぎ にら しょうが キムチ
えのきたけ ほうれんそう ながねぎ

こめ さとう マヨネーズ
いももち でんぷん

しょうが もやし ほうれんそう にんじん
ごぼう だいこん えのきたけ しらたき
ながねぎ

こめ パンこ でんぷん
じゃがいも あぶら さとう
ごまあぶら ワンタン

たまねぎ プルーン にんじん ピーマン
キャベツ ブロッコリー コーン もやし
ほししいたけ メンマ ながねぎ

こめ でんぷん こめこ
あぶら さとう ごま

れんこん にんじん もやし こまつな
ゆかりこ かぼちゃ たまねぎ

こめこパン ジャム さとう
でんぷん バター あぶら
ハヤシルウ じゃがいも
こめこ

ブルーベリー たまねぎ しめじ
えのきたけ キャベツ ほうれんそう
にんじん パセリ

こめ マヨネーズ はるさめ
ごまあぶら さとう さといも
あぶら でんぷん

クリームコーン にんにく しょうが
にんじん もやし こまつな たまねぎ
だいこん こんにゃく さやいんげん

こめ あぶら さつまいも
カレールウ こめこ ごま

しょうが にんにく たまねぎ にんじん
だいこん しめじ キャベツ きゅうり
ふくじんづけ ぶどう

こめ さつまいも でんぷん
こむぎこ あぶら さとう
ごま

しょうが にんじん もやし ほうれんそう
えのきたけ たまねぎ キャベツ

コッペパン さとう あぶら
ごま じゃがいも

りんご レモン ほうれんそう もやし
コーン セロリー たまねぎ にんじん
にんにく トマト

こめ ふ さとう ごまあぶら
こむぎこ こめこ パンこ
あぶら さつまいも

にんにく もやし ほうれんそう ごぼう
にんじん だいこん しめじ れんこん
こんにゃく

こめ あぶら さとう ごま
じゃがいも

しょうが にんじん ごぼう れんこん
こまつな だいこん ながねぎ

こめ でんぷん こめこ
あぶら さとう さといも

しょうが キャベツ プチマリン みかん
にんじん だいこん こんにゃく
ほししいたけ

ちゅうかめん あぶら さとう
でんぷん ごまあぶら こめこ
さつまいも

にんにく しょうが にんじん たまねぎ
メンマ ながねぎ もやし コーン
プチマリン

こめ ノンエッグマヨネーズ
あぶら さとう じゃがいも

ごぼう にんじん れんこん こんにゃく
ピーマン だいこん しめじ ながねぎ

こめ ラード でんぷん
あぶら さとう ごまあぶら
ごま じゃがいも

キャベツ たまねぎ にんじん もやし
ほうれんそう コーン にら

こめ さとう こむぎこ
はるさめ ごまあぶら
あぶら でんぷん

コーン たまねぎ にんじん もやし
ほうれんそう しょうが にんにく
ほししいたけ メンマ はくさい

こめ マヨネーズ あぶら
さとう ごま さといも
でんぷん

にんじん なますかぼちゃ しらたき
さやいんげん ごぼう だいこん
れんこん ほししいたけ

ゆでうどん でんぷん
ごまあぶら さつまいも
あぶら バター さとう

ごぼう にんじん だいこん えのきたけ
ながねぎ ブロッコリー もやし コーン

　　 今月
こ ん げ つ

の三
さ ん

和
わ

産
さ ん

食材
し ょ く ざ い

こめ てんぷらこ パンこ
あぶら さとう

もやし こまつな にんじん だいこん
なめこ ながねぎ

こめ バター さとう あぶら
じゃがいも こめこ

たまねぎ にんじん グリンピース
コーン キャベツ ブロッコリー
かぼちゃ パセリ

一食平均エネルギー：667 Kcal たんぱく質：25.5 g 脂質：19.6 g 食塩：2.1 g

じゃがいも ピーマン
さといも かぼちゃ
にんにく なますかぼちゃ


