
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

1 火
ごはん 牛乳 チキンチキンごぼう

たくあんあえ
まめっこじる

牛乳　鶏肉　豆腐
打ち豆　みそ　大豆 654 25.9

2 水
ソフトめん 牛乳

ツナのトマトソース
ひじきサラダ

牛乳　ツナ　ひじき 629 24.6

4 金

ごはん 牛乳 【ふるさとこんだて】
さつまいもとぶたにくのあまからいため

ごまずあえ
しおこうじスープ

牛乳　豚肉　ベーコン 648 23.1

7 月

ごはん 牛乳 ぎょうざ
チャプチェ
はくさいのスープ

牛乳　豚肉　きなこ
ツナ　ベーコン　豆腐 614 20.1

8 火

コッペパン 牛乳 【いいはのひ】
りんごジャム
いわしのレモンソース
コールスローサラダ
あきやさいのポークビーンズ

牛乳　いわし　豚肉
大豆 619 26.5

9 水

こめこめん 牛乳
マーボーめん
じゃがいものサラダ

牛乳　豚肉　押し豆腐
みそ　赤みそ
くきわかめ　ハム

611 27.6

10 木

ごはん はっこうにゅう
マスカットあじ あつあげとウィンナーのやさいいため

ブロッコリーサラダ
さつまじる

発酵乳（ﾏｽｶｯﾄ味）
厚揚げ　ウインナー
豚肉　大豆　みそ

600 21.4

11 金

ごはん 牛乳 【さけのひ】
さけのしおこうじやき
のりマヨあえ
だいかい

牛乳　さけ　のり　鶏肉
焼き豆腐 615 29.2

14 月
ごはん 牛乳 ぶたにくのバーベキューソース

ツナサラダ
ほうれんそうとベーコンのスープ

牛乳　豚肉　ツナ
ベーコン 619 25.9

15 火

むぎごはん 牛乳
あきやさいのとうにゅうカレー
きりぼしだいこんのサラダ

牛乳　豚肉　無調整豆乳 645 19.9

16 水

ゆでちゅうかめん 牛乳 とりなんばんじる
ちぐさやき
わかめサラダ

牛乳　鶏肉　油揚げ　卵
わかめ

611 27.3

17 木

ごはん 牛乳 【しょくいくのひこんだて みやぎけん】

ささかまぼこのずんだやき
ごもくきんぴら
あぶらふいりきのこじる

牛乳　笹かまぼこ
青大豆　ちりめんじゃこ
みそ

605 22.1

18 金
ごはん 牛乳 ホッケのてりやき

だいこんサラダ
とうふのみそしる

牛乳　ホッケ　花がつお
豆腐　油揚げ　みそ
大豆

601 25.9

21 月

ごはん 牛乳 てっかみそ
ゆかりあえ
にくじゃが

牛乳　大豆　みそ　豚肉
厚揚げ 678 25.7

22 火

こめこのまるパン 牛乳 まぐろフライ
カリフラワーサラダ
とうにゅうみそスープ

牛乳　まぐろ
ウインナー　大豆
無調整豆乳　みそ

605 27.5

24 木

ごはん 牛乳 【わしょくのひ】
さばのみぞれソース
はくさいのおかかあえ
すましじる

牛乳　さば　花がつお
豆腐　かまぼこ　わかめ 631 26.5

25 金
ごはん 牛乳 あつあげのごまだれがけ

カレーもやしいため
せんべいじる

牛乳　厚揚げ
さつまあげ　花がつお
鶏肉

621 23.2

28 月
ごはん 牛乳 セルフのビビンバどん

とうふのスープ
やきりんご

牛乳　豚肉　豆腐
なると 601 24.6

29 火

ごはん 牛乳 めぎすのトマトソースがけ
しおこうじいため
だいこんのわふうポトフ

牛乳　めぎす
さつまあげ　ミートボール 625 21.8

30 水
ごはん 牛乳 とうふそぼろ

コンソメポテト
もずくのみそしる

牛乳　押し豆腐　油揚げ
もずく　みそ 624 19.8

食塩：2.0 g一食平均エネルギー：623 Kcal

だいこん　はくさい　にんじん
ほうれん草　たけのこ
えのきたけ　長ねぎ

ごぼう　にんじん　ピーマン
こんにゃく　たまねぎ
えのきたけ　なめこ　長ねぎ

たんぱく質：24.4 g 脂質：16.9 g

にんじん　もやし　さやいんげん
ごぼう　しらたき　しめじ
はくさい　長ねぎ

しらたき　にんじん　にんにく
しょうが　ほうれん草　もやし
はくさい　長ねぎ　りんご

たまねぎ　にんにく　にんじん　キャ
ベツ　しょうが　だいこん
こんにゃく　干ししいたけ

ごぼう　にんじん　長ねぎ
たまねぎ　はくさい

にんにく　しょうが　にんじん
はくさい　メンマ　長ねぎ　にら

ぶどうジュース　しめじ
はくさい　ホールコーン
キャベツ　ブロッコリー
にんじん　だいこん　たまねぎ

りんご　にんじん　キャベツ
ブロッコリー　たまねぎ
ほうれん草

中華めん　でんぷん
さとう　タピオカ
大豆油　ごま油

ごはん　でんぷん
米油　さとう

ごはん　米油　さとう
ノンエッグマヨネーズ
ごま　じゃがいも　油麩

ごはん　米油　さとう
じゃがいも

ごはん　米油　さとう
じゃがいも

ごぼう　にんじん　れんこん
もやし　キャベツ　きゅうり
赤じそ　しょうが　たまねぎ
こんにゃく　さやいんげん

カリフラワー　きゅうり
にんじん　ホールコーン
たまねぎ　はくさい

ごはん　米油
じゃがいも

ごはん　さとう　ごま
でんぷん　米油　ごま油
かやきせんべい

ごはん　米油　さとう
ごま油　黒ざとう

ごはん　米粉　米油
オリーブ油　さとう
ごま油　でんぷん
じゃがいも

ごはん　大麦　米油
さつまいも　カレールウ
ごま油

ごはん　さとう　米油
じゃがいも

熱や力になるもの
ごぼう　えだまめ　キャベツ
きゅうり　にんじん　だいこん
もやし　たまねぎ　長ねぎ

にんにく　たまねぎ　にんじん
エリンギ　トマト　キャベツ
ホールコーン

たまねぎ　もやし　キャベツ
にんじん　メンマ　ほうれん草

キャベツ　にら　しょうが
にんじん　たまねぎ　ピーマン
干ししいたけ　にんにく　メンマ
はくさい　長ねぎ

ソフトめん　米油
ハヤシルウ　米粉
さとう

ごはん　さつまいも
米油　さとう　でんぷん
ごま　緑豆春雨　ごま油

ごはん　豚脂　でんぷん
小麦粉　米油　水あめ
緑豆春雨　さとう
ごま油　ごま

こめ粉めん　米油
でんぷん　じゃがいも
ごま油

ごはん　水あめ
でんぷん　米油
ごま油　さつまいも

りんご　しょうが　レモン汁
キャベツ　水菜　にんじん
ホールコーン　れんこん　トマト

こめ粉パン　パン粉
米油　さとう　ごま油
じゃがいも

ごはん　ごま油
ノンエッグマヨネーズ
さといも　さとう

ごはん　米粉　でんぷん
米油　さとう　ごま

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　れんこん　エリンギ
キャベツ　きゅうり　切干大根

しょうが　えのきたけ　はくさい
長ねぎ　にんじん　もやし
きゅうり

しょうが　だいこん　にんじん
きゅうり　ホールコーン
たまねぎ　長ねぎ

キャベツ　にんじん　きゅうり
ごぼう　たけのこ　干ししいたけ
しらたき　大豆もやし

     　☆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。
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日 曜
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体の調子を整えるもの

〔小学校B〕上越市教育委員会

パン　りんごジャム
さとう　じゃがいも
でんぷん　玄米
米粉パン粉　なたね油
米油　さといも

上越市食育推進キャラクター

『もぐもぐジョッピー』

・１７日（木）「食育の日献立～給食で日本を旅しよう～」

１１月は東北地方の宮城県です。宮城県で有名な特産品「笹かまぼこ」「ずんだ（枝豆をすりつぶしたも

の）」「油麩（仙台麩）」を使った献立になっています。宮城県にちなんだ料理を味わいましょう。

・４日（金）「ふるさと献立」

11月になると給食のご飯が新米になります。上越市で生まれたお米「つきあかり」の新米を味わいましょ

う。また、上越市柿崎区の畑で育ったさつまいも「紅あずま」も提供します。収穫してから2週間熟成させ、甘

みが増したおいもです。実りの秋ですね。おいしくいただきましょう。


