
エネルギー たん白質 脂質
食塩
相当量

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
セルフのツナそぼろどん
チーズパンプキン
キャベツのみそしる

ぎゅうにゅう　ツナ
だいず　たまご　チーズ
あぶらあげ　みそ

653 24.8 17.2 1.8

4 火

ごはん 牛乳
【いわしの日献立】
いわしのまつまえに
ふくじんづけあえ
なだちやさいのみそしる

ぎゅうにゅう　いわし
こんぶ　あつあげ　みそ

623 24.0 17.3 1.9

5 水

ごはん 牛乳
ポークしゅうまい
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
なると　あつあげ

662 23.7 18.9 1.8

6 木
ごはん 牛乳 とうふのわふうあんかけ

なだちさんやきえだまめ
ごまみそスープ

ぎゅうにゅう　とうふ
ツナ　ぶたにく
あぶらあげ　みそ

611 25.0 17.3 1.3

7 金
ごはん 牛乳 あじのごまマヨネーズやき

なだちさんずいきのいために
うちまめのみそしる

ぎゅうにゅう　あじ
みそ　あぶらあげ
さつまあげ　うちまめ

636 26.9 18.9 1.9

11 火

こだいまい
のごはん

牛乳 【目の愛護デー献立】
ひとみキラキラハヤシライス
ブロッコリーのこんにゃくサラダ
ブルーベリーゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
いんげんまめ　チーズ

673 22.6 18.2 1.5

12 水

こめこパン 牛乳 てづくりりんごジャム
ひじきとだいずのトマトチーズや
き
クリームシチュー

ぎゅうにゅう　ツナ
ひじき　だいず　チーズ
ぶたにく　いんげんまめ

634 29.8 21.1 2.4

13 木

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
めぎす　とうふ　みそ

603 24.9 14.2 2.2

14 金

ごはん 牛乳
サバのしおやき
きりぼしだいこんのいためもの
なますかぼちゃのさわにわん

ぎゅうにゅう　さば
ぶたにく

593 27.3 16.3 1.5

15 土

18 火
ごはん 牛乳 あつあげのごまだれがけ

いそマヨサラダ
さつまじる

ぎゅうにゅう　あつあげ
のり　とりにく
とうふ　みそ

667 23.4 22.8 1.5

19 水
ごはん 牛乳 【食育の日 愛媛県】

たいざんぎ
すづけ　いもたき

ぎゅうにゅう　たい
とりにく　ちくわ
あつあげ

688 27.8 19.8 1.8

20 木
ごはん 牛乳 ぶたにくのしょうがやき

ローストポテトビーンズ
だいこんのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
いりだいず　とうふ
あぶらあげ　みそ

634 28.0 16.4 1.8

21 金
ごはん 牛乳 てづくりたまごやき

ごまこんぶあえ
もずくとなめこのスープ

ぎゅうにゅう　ツナ
チーズ　たまご　こんぶ
とうふ　もずく

600 24.6 19.3 1.7

24 月

ゆでうどん 牛乳 ごもくスープ
ちゅうかあえ
こめこのかぼちゃむしケーキ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なると　わかめ　ハム
とうにゅう

662 23.6 15.2 2.1

25 火

ごはん 牛乳 【新潟米の日献立】
めぎすのこめこあげ
　　　　　　やくみソース
にいがた あきのおひたし
しおこうじとんじる

ぎゅうにゅう　めぎす
ぶたにく　とうふ
うちまめ　みそ

602 26.4 16.6 1.7

26 水

コッペパン 牛乳 なだちさん さつまいものクリー
ム
ハンバーグのきのこソース
なだちやさいのポトフ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ぎゅうにく　ウインナー
いんげんまめ

620 26.2 21.8 2.4

27 木

むぎごはん 牛乳

なだちやさいのカレーライス
カミカミこんにゃくサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
いんげんまめ
くきわかめ　あおだいず
ちりめんじゃこ

671 24.1 19.6 1.9

28 金

ごはん 牛乳 【ふるさと献立】
さけのもみじやき
なますかぼちゃのいためもの
あきののっぺいじる

ぎゅうにゅう　さけ
みそ　ぶたにく
かまぼこ　あつあげ

618 28.5 14.8 1.7

31 月

ケチャップ
ライス

牛乳 【ハロウィン献立】
オムレツ　ハロウィンサラダ
なだちさんかぼちゃのパンプキン
スープ

ツナ　ぎゅうにゅう
たまご　かまぼこ
ベーコン　いんげんまめ

605 24.1 16.2 2.0

食塩：1.8 g一食平均エネルギー：634 Kcal

たまねぎ　にんにく　しめじ
にんじん　だいこん　はくさい
だいこんば

しめじ　こんにゃく　たまねぎ
ながねぎ　しょうが　にんじん
だいこん　だいこんば

たんぱく質：25.6 g 脂質：18.0 g

にんにく　しょうが　たまねぎ
にんじん　かぼちゃ
サラダこんにゃく

コッペパン　さつまいも
バター　さとう　パンこ
あぶら　ハヤシルウ

こめ　あぶら　さとう
じゃがいも

こめ　あぶら　ごま

ゆでうどん　ごまあぶら
こめこ　さとう　あぶら

にんじん　もやし　ながねぎ
キャベツ　ほうれんそう
かぼちゃ

ながねぎ　かきのもと　れんこん
こまつな　もやし　にんじん
だいこん　ごぼう

にんじん　しらたき　だいこん
なますかぼちゃ　さやいんげん
ほししいたけ　こんにゃく

こめ　おおむぎ　あぶら
じゃがいも　カレールウ
ごま

こめ　ごま　あぶら
さとう　ごまあぶら
さつまいも　でんぷん

トマトジュース　にんじん
グリンピース　キャベツ
きゅうり　かぼちゃ　たまねぎ
コーン　パセリ

ほうれんそう　もやし　にんじん
だいこん　こんにゃく　ながねぎ

しょうが　だいこん　ゆかり
こんにゃく　ほししいたけ
にんじん　ながねぎ

さやいんげん　ほうれんそう
にんじん　もやし　なめこ
ながねぎ

あじみな　もやし　にんじん
たまねぎ　ごぼう　ながねぎ

しょうが　にんにく　にんじん
たまねぎ　トマト　かぼちゃ
サラダこんにゃく　ブロッコリー
キャベツ　コーン　ぶどう

りんご　レモン　たまねぎ
トマト　にんじん　キャベツ

　★文化祭　※給食ありません。

こめ　でんぷん　こめこ
あぶら　さとう
さといも　しらたまもち

こめこパン　さとう
じゃがいも　あぶら
こめこ

こめ　おおむぎ　あぶら
くろまい　ごまあぶら
じゃがいも　ハヤシルウ
ごま　さとう

熱や力になるもの

こめ　おおむぎ　さとう
でんぷん　あぶら

こめ　こめこ　ごま
さとう　でんぷん
マヨネーズ　さつまいも

こめ　ごまあぶら　ごま

にんにく　にんじん　キャベツ
きりぼしだいこん　ほししいたけ
しらたき　なますかぼちゃ
ながねぎ

こめ　あぶら　さとう
じゃがいも

にんじん　ピーマン　かぼちゃ
えのきたけ　キャベツ

しょうが　キャベツ　きゅうり
にんじん　ふくじんづけ
とうがん　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　とうがん　しめじ
えのきたけ　メンマ　ながねぎ

使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

体の調子を整えるもの

こめ　さとう　ごま
じゃがいも　さつまいも

こめ　こむぎこ　パンこ
さとう　でんぷん　ごま
はるさめ　ごまあぶら
あぶら

こめ　あぶら　さとう
でんぷん　じゃがいも
ごま　ごまあぶら

こめ　マヨネーズ　ごま
ごまあぶら　さとう
じゃがいも

にんじん　とうがん　えのきたけ
ピーマン　しょうが　えだまめ
なす　ながねぎ

☆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。

〔宝田小〕上越市教育委員会

にんじん　ずいき　キャベツ
ながねぎ

こめ　こめこ
あぶら　さとう

こめ　さつまいも
さとう　でんぷん　ごま
あぶら　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

【１０月名立産野菜】

えだまめ・ピーマン
なす・ずいき・とうがん
かぼちゃ・あじみな
たまねぎ・にんにく
じゃがいも・さつまいも
なますかぼちゃ・さといも
だいこんば・ながねぎ

愛媛県は漁業が盛んです。鯛や鯖、鰯などの漁獲量が多いです。また、真鯛の養殖量は、日
本一です。１９日の給食では、この養殖真鯛を唐揚げにします。（国の事業を受け、愛媛県漁
業協同組合より無償提供）『鯛ざんぎ』というのは、愛媛県では唐揚げのことを「ざんぎ」と
言い、「鯛のから揚げ」です。『酢漬け』は、赤いかぶを酢漬けにしたものです。１９日は、
大根をゆかりと酢で赤くします。『いもたき』は、愛媛県の郷土料理で、秋によく食べられる
そうです。


