
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

豚キムチ　ローストチーズポテト
もずくのかきたまスープ

牛乳 豚肉 みそ チーズ
豆腐 もずく 笹かまぼこ
卵

815 30.9 22.3 2.4

4 火
ごはん 牛乳

さばのみそ煮　磯マヨあえ
いももち汁

牛乳 さば みそ のり
かつお節 豚肉

817 31.9 22.1 2.2

5 水
ごはん 牛乳 ミートボール酢豚

キャベツのごまじょうゆあえ
ワンタンスープ

牛乳 鶏肉 豚肉 うずら卵
なると

792 26.4 18.6 2.5

6 木
ごはん 牛乳

たらとれんこんの揚げ煮
ゆかりあえ　かぼちゃのみそ汁

牛乳 たら 大豆 豆腐
油揚げ わかめ みそ

837 28.8 22.1 2.3

7 金

こめ粉パン 牛乳
　【目の愛護デー献立】
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

牛乳 鶏肉 豚肉 大豆
ベーコン スキムミルク

820 36.0 27.5 3.4

11 火
ごはん 牛乳 笹かまのコーンマヨ焼き

もやしの春雨炒め
里いものそぼろ煮

牛乳 笹かまぼこ ツナ
豚肉 厚揚げ 大豆

867 31.7 23.1 2.5

12 水

麦ごはん 牛乳
秋野菜のSDGsカレーライス
福神漬けあえ　ぶどうゼリー

牛乳 鶏肉 うずら卵 大豆 880 26.3 22.4 2.5

13 木

さつまいも
ごはん 牛乳

かれいのから揚げ　ごまあえ
キャベツのみそ汁

牛乳 かれい 豆腐 油揚げ
みそ 大豆

785 31.2 22.6 2.4

14 金

コッペパン 牛乳 手作りりんごジャム
ほうれん草サラダ
ポークビーンズ　チーズ

牛乳 ツナ ベーコン 豚肉
大豆 チーズ

849 34.6 27.7 3.5

17 月
ごはん 牛乳 【中越地震復興応援献立】

ふっカツ　のり酢あえ
秋野菜の豚汁

牛乳 ツナ のり 豚肉
豆腐 大豆 みそ

815 27.1 21.2 2.3

18 火
ごはん 牛乳 セルフの根菜そぼろ丼

青のりフレンチポテト
めぎすのつみれ汁

牛乳 豚肉 大豆 卵
青のり めぎす 厚揚げ
わかめ みそ

851 35.0 25.3 2.2

19 水
ごはん 牛乳 【食育の日：愛媛県】　鯛ざんぎ

みかんとわかめのさっぱりあえ
いもたき

牛乳 まだい わかめ
油揚げ

807 30.1 22.7 2.4

20 木

ゆで中華麺 牛乳 マーボーめん
茎わかめの中華サラダ
さつまいもの米粉蒸しパン

牛乳 豚肉 大豆 豆腐
みそ 茎わかめ

870 32.4 20.5 2.8

21 金
ごはん 牛乳 厚揚げのツナマヨチーズ焼き

根菜のおかかきんぴら
打ち豆入り塩こうじ汁

牛乳 厚揚げ ツナ チーズ
さつま揚げ かつお節
鶏肉 打ち豆

830 31.7 25.7 2.5

24 月
ごはん 牛乳

焼きキャベツメンチカツ
ひじきサラダ　にらたまスープ

牛乳 鶏肉 豚肉 大豆
ひじき 卵

837 28.3 24.0 2.3

25 火
ごはん 牛乳

野菜入りシュウマイ　春雨サラダ
厚揚げの中華煮

牛乳 鶏肉 豚肉 卵
なると 厚揚げ

869 30.6 25.2 2.4

26 水
ごはん 牛乳  【ふるさと献立】　鮭の紅葉焼き

なます南瓜の炒め煮
秋ののっぺ汁

牛乳 鮭 豚肉 かまぼこ
厚揚げ

797 34.3 21.3 2.1

27 木

ゆでうどん 牛乳 鶏ごぼうのかきたま汁
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

牛乳 鶏肉 昆布 卵
かつお節

847 28.2 18.2 2.4

28 金
ごはん 牛乳

チキンたれカツ　磯漬け
なめこのみそ汁

牛乳 鶏肉 わかめ 豆腐
油揚げ みそ

781 32.5 19.3 2.3

31 月

チキンライス 牛乳 【ハロウィン献立】
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

鶏肉 牛乳 卵 チーズ
かまぼこ ベーコン
スキムミルク 大豆

816 31.6 19.7 2.7

　　☆ 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
　　 今月の三和産食材

米 てんぷら粉 パン粉
米油 砂糖

もやし 小松菜 にんじん 大根
なめこ 長ねぎ

米 バター 砂糖 油
じゃがいも 米粉

玉ねぎ 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：829 Kcal たんぱく質：31.0 g 脂質：22.6 g 食塩：2.5 g

米 砂糖 小麦粉 緑豆春雨
ごま油 米油 でんぷん

コーン 玉ねぎ にんじん もやし
ほうれん草 しょうが にんにく
干ししいたけ メンマ 白菜

米 マヨネーズ 米油 砂糖
ごま 里いも 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 れんこん
大根 干ししいたけ

ゆでうどん でんぷん
ごま油 さつまいも 米油
バター 砂糖

ごぼう にんじん 大根 えのきたけ
長ねぎ ブロッコリー もやし コーン

中華麺 米油 砂糖
でんぷん ごま油 米粉
さつまいも

にんにく しょうが にんじん 玉ねぎ
メンマ 長ねぎ もやし コーン
プチマリン

米 ノンエッグマヨネーズ
米油 砂糖 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 大根 しめじ
長ねぎ

米 ラード でんぷん 米油
砂糖 ごま油 じゃがいも
ごま

キャベツ 玉ねぎ にんじん もやし
ほうれん草 コーン にら

米 ふ 砂糖 ごま油 米粉
小麦粉 パン粉 米油
さつまいも

にんにく もやし ほうれん草
ごぼう にんじん 大根 しめじ
れんこん こんにゃく

米 米油 砂糖 ごま
じゃが芋

しょうが にんじん ごぼう れんこん
小松菜 大根 長ねぎ

米 でんぷん 米粉 米油
砂糖 里いも

しょうが キャベツ プチマリン
みかん缶 にんじん 大根 こんにゃく
干ししいたけ

米 大麦 米油 さつまいも
カレールウ 米粉 ごま

しょうが にんにく 玉ねぎ にんじん
大根 しめじ キャベツ きゅうり
福神漬け ぶどう

米 さつまいも でんぷん
小麦粉 米油 砂糖 ごま

しょうが にんじん もやし
ほうれん草 えのきたけ 玉ねぎ
キャベツ

コッペパン 砂糖 米油
ごま じゃがいも

りんご レモン汁 ほうれん草 もやし
コーン セロリー 玉ねぎ にんじん
にんにく トマト

米 でんぷん 米粉 米油
砂糖 ごま

れんこん にんじん もやし 小松菜
ゆかり粉 かぼちゃ 玉ねぎ

こめ粉パン ジャム 砂糖
でんぷん バター 米油
ハヤシルウ じゃがいも
米粉

ブルーベリー 玉ねぎ しめじ
えのきたけ キャベツ ほうれん草
にんじん パセリ

米 マヨネーズ 緑豆春雨
ごま油 砂糖 里いも
米油 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 小松菜 玉ねぎ
大根 こんにゃく さやいんげん

米 米油 砂糖 でんぷん
ごま じゃがいも ごま油

玉ねぎ にら しょうが キムチ
えのきたけ ほうれん草 長ねぎ

米 砂糖 マヨネーズ
いももち でんぷん

しょうが もやし ほうれん草 大根
ごぼう にんじん えのきたけ
しらたき 長ねぎ

米 パン粉 でんぷん
じゃがいも 米油 砂糖
ごま油 ワンタン

玉ねぎ 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
干ししいたけ メンマ 長ねぎ

令和4年　10月分 　　　　　　　　学　校　給　食　献　立　表 〔三和中〕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
里いも かぼちゃ
にんにく なますかぼちゃ


