
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

1 火
ごはん 牛乳 さわらのソースソース

くきわかめのきんぴら
さといもとんじる

ぎゅうにゅう　さわら　く
きわかめ　さつまあげ　ぶ
たにく　とうふ　だいず
みそ

657 27.7 19.1 1.9

2 水

こめこパン 牛乳 あんずジャム
しろみざかなのりんごソース
こまつなのしゃきしゃきサラダ
だいこんのコンソメスープ

ぎゅうにゅう　たら　ベー
コン

598 27.0 20.4 2.6

4 金

麦ごはん 牛乳
セルフのやきにくどん
ごまのりポテト
チゲふうスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あおのり　あつあげ　みそ

630 22.8 16.6 1.9

7 月

ごはん 牛乳
ぎょうざ
きりぼしだいこんのごまサラダ
ごもくちゅうかに

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりにく　だいず　うずら
たまご　みそ

651 22.8 17.8 1.8

8 火

ごはん 牛乳 【いい歯の日献立】
めぎすのからあげピリからソース

かみかみサラダ
とうふとこまつなのみそしる
チーズ

ぎゅうにゅう　めぎす　み
そ　ひじき　くきわかめ
とうふ　あぶらあげ　だい
ず　チーズ

606 23.5 18.2 2.0

9 水

大根菜めし 牛乳
あつやきたまご
ぶたにくとじゃがいものきんぴら

だいこんとはくさいのみそしる

かつおぶし　ぎゅうにゅう
たまご　ぶたにく　あつあ
げ　みそ　だいず

619 24.5 19.2 2.0

10 木

こめこめん 牛乳
あきのごもくじる
ゆかりあえ
こんこんスナック

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あぶらあげ　かまぼこ　こ
んぶ　だいず　あおのり

678 27.1 18.3 2.0

11 金

ごはん 牛乳 【鮭の日】
さけのみそマヨネーズやき
だいこんのカレーいため
じゃがたまみそしる

ぎゅうにゅう　さけ　みそ
ぶたにく　あぶらあげ　だ
いず

624 27.6 17.0 1.9

14 月

ごはん 牛乳
やみつきチキン
こんがりキツネのわふうサラダ
もずくのみそしる

ぎゅうにゅう　とりにく
あぶらあげ　もずく　みそ
だいず

608 25.9 16.0 2.0

15 火
ごはん 牛乳 やきシシャモ

うのはないため
わふうカレーじる

ぎゅうにゅう　ししゃも
ひじき　あぶらあげ　ちく
わ　おから　ぶたにく　う
ずらたまご

660 24.4 20.7 2.1

16 水

キャロットパン 牛乳 てづくりとうふハンバーグ
こまつなとコーンのソテー
はくさいのクリームに

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とうふ　ひじき　ベーコン
しろいんげんまめ　スキム
ミルク

617 28.2 17.7 2.3

17 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 ごまみそたんたんラーメン
はくさいのツナあえ
キャラメルポテト

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ　ツナ

708 28.2 18.8 1.8

18 金

ごはん 牛乳 【食育の日　静岡県】
あじフライ 　じゃこサラダ
くろはんぺんいりしずおかふうお
でん

ぎゅうにゅう　あじ　わか
め　ちりめんじゃこ　あつ
あげ　くろはんぺん　ちく
わ　こんぶ

658 26.3 19.1 2.1

21 月

とりごぼうおこわ 牛乳 【ふるさと献立】
ホッケのみそやき
はなやさいのごまマヨネーズあえ

おぼろじる

とりにく　あぶらあげ
ぎゅうにゅう　ほっけ　み
そ　おぼろどうふ

619 29.0 20.8 2.0

22 火

ごはん 牛乳 とりにくとこうやどうふのチリ
ソースがらめ
ブロッコリーのおかかあえ
さけだんごじる

ぎゅうにゅう　とりにく
こうやどうふ　大豆　かつ
おぶし　さけ　たら　とう
ふ　みそ

647 28.2 18.0 2.0

24 木

ごはん 牛乳 【和食の日】
さばのみそに
こまつなとあぶらあげのにびたし

いちょうかまぼこのすましじる

ぎゅうにゅう　さば　みそ
あぶらあげ　とうふ　かま
ぼこ　こんぶ

630 27.9 19.0 2.0

25 金
ごはん 牛乳 てづくりツナチーズたまごやき

さつまいものごまマヨサラダ　み
ぞれじる

ぎゅうにゅう　たまご　ツ
ナ　チーズ　だいず　とう
ふ

663 22.6 21.8 1.8

28 月

麦ごはん 牛乳
あきやさいカレー
こんにゃくとわかめのサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　わかめ

656 21.2 17.3 1.9

29 火
ごはん 牛乳 いわしのカリカリやき

ひじきサラダ
あまみそそぼろにくじゃが

ぎゅうにゅう　いわし　ひ
じき　ハム　ぶたにく　だ
いず　あつあげ　みそ

681 25.7 19.2 1.9

30 水

ツナピラフ 牛乳
ハンバーグのブラウンソースかけ
あおだいずとチーズのサラダ
くびきのやさいたっぷりのポトフ

ツナ　ぎゅうにゅう　とり
にく　ぶたにく　あおだい
ず　チーズ

618 25.3 20.3 1.8

こめ　じゃがいも　でんぷ
ん　こめこ　さとう　こめ
あぶら

もやし　こまつな　にんじん　たま
ねぎ　こんにゃく　さやいんげん

こめ　おおむぎ　こめあぶ
ら　パンこ　でんぷん　さ
とう　ハヤシルウ　じゃが
いも

にんじん　たまねぎ　コーン　さや
いんげん　キャベツ　こまつな　あ
かピーマン　だいこん　はくさい
しめじ

一食平均エネルギー：641 Kcal たんぱく質：25.8 g 脂質：18.8 g 食塩：2.0 g

こめ　さとう　ごま
しょうが　こまつな　にんじん　き
りぼしだいこん　えのきたけ　ほし
しいたけ　しらたき　みずな

こめ　ノンエッグマヨネー
ズ　さとう　さつまいも
ごま

たまねぎ　キャベツ　にんじん　は
くさい　ほししいたけ　こんにゃく
だいこん　ながねぎ

こめ　おおむぎ　こめあぶ
ら　さつまいも　カレール
ウ　こめこ　さとう　ごま

しょうが　にんにく　たまねぎ　に
んじん　しめじ　れんこん　キャベ
ツ　こんにゃく　コーン

こめ　こむぎこ　パンこ
こめあぶら　さとう　ごま
さといも

キャベツ　もやし　にんじん　だい
こん　こんにゃく

こめ　もち米　こめあぶら
さとう　ノンエッグマヨ
ネーズ　ごま　でんぷん

にんじん　ごぼう　しょうが　カリ
フラワー　キャベツ　ブロッコリー
えのきたけ　ながねぎ

こめ　こめあぶら　でんぷ
ん　こめこ　ごまあぶら
さとう　だいずあぶら

しょうが　にんにく　ながねぎ　ブ
ロッコリー　キャベツ　コーン　た
まねぎ　にんじん　だいこん　ごぼ
う　しめじ

こめ　こめあぶら　さとう
じゃがいも　カレールウ

にんじん　ごぼう　ほししいたけ
ながねぎ　たまねぎ　はくさい　こ
まつな

コッペパン　パンこ　さと
う　こめあぶら　じゃがい
も　こめこ

にんじん　たまねぎ　にんにく
キャベツ　こまつな　コーン　はく
さい

ちゅうかめん　こめあぶら
ねりごま　ごま　さつまい
も　バター　さとう

にんにく　しょうが　にんじん　ほ
ししいたけ　たまねぎ　もやし　な
がねぎ　はねぎ　はくさい　こまつ
な

こめこめん　でんぷん　こ
むぎこ　さつまいも　こめ
あぶら

にんじん　だいこん　ほししいたけ
えのきたけ　なめこ　ながねぎ　も
やし　キャベツ　ごぼう　れんこん
ゆかりこ

こめ　ノンエッグマヨネー
ズ　こめあぶら　さとう
じゃがいも

だいこん　にんじん　こんにゃく
さやいんげん　たまねぎ　えのきた
け　ながねぎ

こめ　さとう　ごまあぶら
ごま　こめあぶら

にんにく　しょうが　きりぼしだい
こん　キャベツ　コーン　たまねぎ
にんじん　だいこん　ながねぎ

こめ　こむぎこ　ごまあぶ
ら　さとう　ごま　こめあ
ぶら　じゃがいも　でんぷ
ん

キャベツ　しょうが　にら　きりぼ
しだいこん　にんじん　もやし　ほ
うれんそう　にんにく　だいこん
ほししいたけ　メンマ　ながねぎ

こめ　こめこ　こめあぶら
さとう　ごま　じゃがいも

トマト　キャベツ　にんじん　だい
こん　こまつな

こめ　おおむぎ　ごまあぶ
ら　さとう　ごま　でんぷ
ん　じゃがいも　こめあぶ
ら

だいこんば　にんじん　ごぼう　こ
んにゃく　さやいんげん　だいこん
はくさい　ながねぎ

こめ　こめあぶら　こめこ
さとう　でんぷん　ごま
さといも

しょうが　にんじん　ごぼう　こん
にゃく　だいこん　はくさい　なが
ねぎ

こめこパン　さとう　水あ
め　こめあぶら　じゃがい
も

あんず　りんご　しょうが　キャベ
ツ　もやし　こまつな　コーン　た
まねぎ　だいこん　にんじん

こめ　おおむぎ　こめあぶ
ら　さんおんとう　でんぷ
ん　じゃがいも　ごま　さ
とう　ごまあぶら

しょうが　にんにく　たまねぎ　も
やし　にんじん　はねぎ　はくさい
メンマ　キムチ　ながねぎ

令和4年　11月分 　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表 〔大瀁小〕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



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

1 火
ごはん 牛乳 さわらのソースソース

くきわかめのきんぴら
さといもとんじる

ぎゅうにゅう　さわら　く
きわかめ　さつまあげ　ぶ
たにく　とうふ　だいず
みそ

657 27.7 19.1 1.9

2 水

こめこパン 牛乳 あんずジャム
しろみざかなのりんごソース
こまつなのしゃきしゃきサラダ
だいこんのコンソメスープ

ぎゅうにゅう　たら　ベー
コン

598 27.0 20.4 2.6

4 金

麦ごはん 牛乳 セルフのやきにくどん
ごまのりポテト
チゲふうスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あおのり　あつあげ　みそ

630 22.8 16.6 1.9

7 月

ごはん 牛乳
ぎょうざ
きりぼしだいこんのごまサラダ
ごもくちゅうかに

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりにく　だいず　うずら
たまご　みそ

651 22.8 17.8 1.8

8 火

ごはん 牛乳 【いい歯の日献立】
めぎすのからあげピリからソース

かみかみサラダ
とうふとこまつなのみそしる
チーズ

ぎゅうにゅう　めぎす　み
そ　ひじき　くきわかめ
とうふ　あぶらあげ　だい
ず　チーズ

606 23.5 18.2 2.0

9 水

大根菜めし 牛乳 あつやきたまご
ぶたにくとじゃがいものきんぴら

だいこんとはくさいのみそしる

かつおぶし　ぎゅうにゅう
たまご　ぶたにく　あつあ
げ　みそ　だいず

619 24.5 19.2 2.0

10 木

こめこめん 牛乳 あきのごもくじる
ゆかりあえ
こんこんスナック

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あぶらあげ　かまぼこ　こ
んぶ　だいず　あおのり

678 27.1 18.3 2.0

11 金

ごはん 牛乳 【鮭の日】
さけのみそマヨネーズやき
だいこんのカレーいため
じゃがたまみそしる

ぎゅうにゅう　さけ　みそ
ぶたにく　あぶらあげ　だ
いず

624 27.6 17.0 1.9

14 月

ごはん 牛乳
やみつきチキン
こんがりキツネのわふうサラダ
もずくのみそしる

ぎゅうにゅう　とりにく
あぶらあげ　もずく　みそ
だいず

608 25.9 16.0 2.0

15 火

ごはん 牛乳
やきシシャモ
うのはないため
わふうカレーじる

ぎゅうにゅう　ししゃも
ひじき　あぶらあげ　ちく
わ　おから　ぶたにく　う
ずらたまご

660 24.4 20.7 2.1

16 水

キャロットパン 牛乳 てづくりとうふハンバーグ
こまつなとコーンのソテー
はくさいのクリームに

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とうふ　ひじき　ベーコン
しろいんげんまめ　スキム
ミルク

617 28.2 17.7 2.3

17 木

ゆでちゅうかめん 牛乳
ごまみそたんたんラーメン
はくさいのツナあえ
キャラメルポテト

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ　ツナ

708 28.2 18.8 1.8

18 金

ごはん 牛乳 【食育の日　静岡県】
あじフライ 　じゃこサラダ
くろはんぺんいりしずおかふうお
でん

ぎゅうにゅう　あじ　わか
め　ちりめんじゃこ　あつ
あげ　くろはんぺん　ちく
わ　こんぶ

658 26.3 19.1 2.1

21 月

とりごぼうおこわ 牛乳 【ふるさと献立】
ホッケのみそやき
はなやさいのごまマヨネーズあえ

おぼろじる

とりにく　あぶらあげ
ぎゅうにゅう　ほっけ　み
そ　おぼろどうふ

619 29.0 20.8 2.0

22 火

ごはん 牛乳 とりにくとこうやどうふのチリ
ソースがらめ
ブロッコリーのおかかあえ
さけだんごじる

ぎゅうにゅう　とりにく
こうやどうふ　大豆　かつ
おぶし　さけ　たら　とう
ふ　みそ

647 28.2 18.0 2.0

24 木

ごはん 牛乳 【和食の日】
さばのみそに
こまつなとあぶらあげのにびたし

いちょうかまぼこのすましじる

ぎゅうにゅう　さば　みそ
あぶらあげ　とうふ　かま
ぼこ　こんぶ

630 27.9 19.0 2.0

25 金
ごはん 牛乳 てづくりツナチーズたまごやき

さつまいものごまマヨサラダ　み
ぞれじる

ぎゅうにゅう　たまご　ツ
ナ　チーズ　だいず　とう
ふ

663 22.6 21.8 1.8

28 月

麦ごはん 牛乳
あきやさいカレー
こんにゃくとわかめのサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　わかめ

656 21.2 17.3 1.9

29 火
ごはん 牛乳 いわしのカリカリやき

ひじきサラダ
あまみそそぼろにくじゃが

ぎゅうにゅう　いわし　ひ
じき　ハム　ぶたにく　だ
いず　あつあげ　みそ

681 25.7 19.2 1.9

30 水

ツナピラフ 牛乳
ハンバーグのブラウンソースかけ
あおだいずとチーズのサラダ
くびきのやさいたっぷりのポトフ

ツナ　ぎゅうにゅう　とり
にく　ぶたにく　あおだい
ず　チーズ

618 25.3 20.3 1.8

令和4年　11月分 　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表 〔南川小〕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　こめあぶら　こめこ
さとう　でんぷん　ごま
さといも

しょうが　にんじん　ごぼう　こん
にゃく　だいこん　はくさい　なが
ねぎ

こめこパン　さとう　水あ
め　こめあぶら　じゃがい
も

あんず　りんご　しょうが　キャベ
ツ　もやし　こまつな　コーン　た
まねぎ　だいこん　にんじん

こめ　おおむぎ　こめあぶ
ら　さんおんとう　でんぷ
ん　じゃがいも　ごま　さ
とう　ごまあぶら

しょうが　にんにく　たまねぎ　も
やし　にんじん　はねぎ　はくさい
メンマ　キムチ　ながねぎ

こめ　こむぎこ　ごまあぶ
ら　さとう　ごま　こめあ
ぶら　じゃがいも　でんぷ
ん

キャベツ　しょうが　にら　きりぼ
しだいこん　にんじん　もやし　ほ
うれんそう　にんにく　だいこん
ほししいたけ　メンマ　ながねぎ

こめ　こめこ　こめあぶら
さとう　ごま　じゃがいも

トマト　キャベツ　にんじん　だい
こん　こまつな

こめ　おおむぎ　ごまあぶ
ら　さとう　ごま　でんぷ
ん　じゃがいも　こめあぶ
ら

だいこんば　にんじん　ごぼう　こ
んにゃく　さやいんげん　だいこん
はくさい　ながねぎ

こめこめん　でんぷん　こ
むぎこ　さつまいも　こめ
あぶら

にんじん　だいこん　ほししいたけ
えのきたけ　なめこ　ながねぎ　も
やし　キャベツ　ごぼう　れんこん
ゆかりこ

こめ　ノンエッグマヨネー
ズ　こめあぶら　さとう
じゃがいも

だいこん　にんじん　こんにゃく
さやいんげん　たまねぎ　えのきた
け　ながねぎ

こめ　さとう　ごまあぶら
ごま　こめあぶら

にんにく　しょうが　きりぼしだい
こん　キャベツ　コーン　たまねぎ
にんじん　だいこん　ながねぎ

こめ　こめあぶら　さとう
じゃがいも　カレールウ

にんじん　ごぼう　ほししいたけ
ながねぎ　たまねぎ　はくさい　こ
まつな

コッペパン　パンこ　さと
う　こめあぶら　じゃがい
も　こめこ

にんじん　たまねぎ　にんにく
キャベツ　こまつな　コーン　はく
さい

ちゅうかめん　こめあぶら
ねりごま　ごま　さつまい
も　バター　さとう

にんにく　しょうが　にんじん　ほ
ししいたけ　たまねぎ　もやし　な
がねぎ　はねぎ　はくさい　こまつ
な

こめ　こむぎこ　パンこ
こめあぶら　さとう　ごま
さといも

キャベツ　もやし　にんじん　だい
こん　こんにゃく

こめ　もち米　こめあぶら
さとう　ノンエッグマヨ
ネーズ　ごま　でんぷん

にんじん　ごぼう　しょうが　カリ
フラワー　キャベツ　ブロッコリー
えのきたけ　ながねぎ

こめ　こめあぶら　でんぷ
ん　こめこ　ごまあぶら
さとう　だいずあぶら

しょうが　にんにく　ながねぎ　ブ
ロッコリー　キャベツ　コーン　た
まねぎ　にんじん　だいこん　ごぼ
う　しめじ

こめ　さとう　ごま
しょうが　こまつな　にんじん　き
りぼしだいこん　えのきたけ　ほし
しいたけ　しらたき　みずな

こめ　ノンエッグマヨネー
ズ　さとう　さつまいも
ごま

たまねぎ　キャベツ　にんじん　は
くさい　ほししいたけ　こんにゃく
だいこん　ながねぎ

こめ　おおむぎ　こめあぶ
ら　さつまいも　カレール
ウ　こめこ　さとう　ごま

しょうが　にんにく　たまねぎ　に
んじん　しめじ　れんこん　キャベ
ツ　こんにゃく　コーン

こめ　じゃがいも　でんぷ
ん　こめこ　さとう　こめ
あぶら

もやし　こまつな　にんじん　たま
ねぎ　こんにゃく　さやいんげん

こめ　おおむぎ　こめあぶ
ら　パンこ　でんぷん　さ
とう　ハヤシルウ　じゃが
いも

にんじん　たまねぎ　コーン　さや
いんげん　キャベツ　こまつな　あ
かピーマン　だいこん　はくさい
しめじ

一食平均エネルギー：641 Kcal たんぱく質：25.8 g 脂質：18.8 g 食塩：2.0 g



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

1 火
ごはん 牛乳 さわらのソースソース

くきわかめのきんぴら
さといもとんじる

ぎゅうにゅう　さわら　く
きわかめ　さつまあげ　ぶ
たにく　とうふ　だいず
みそ

657 27.7 19.1 1.9

2 水

こめこパン 牛乳 あんずジャム
しろみざかなのりんごソース
こまつなのしゃきしゃきサラダ
だいこんのコンソメスープ

ぎゅうにゅう　たら　ベー
コン

598 27.0 20.4 2.6

4 金

麦ごはん 牛乳 セルフのやきにくどん
ごまのりポテト
チゲふうスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あおのり　あつあげ　みそ

630 22.8 16.6 1.9

7 月

ごはん 牛乳
ぎょうざ
きりぼしだいこんのごまサラダ
ごもくちゅうかに

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりにく　だいず　いか
うずらたまご　みそ

651 22.8 17.8 1.8

8 火

ごはん 牛乳 【いい歯の日献立】
めぎすのからあげピリからソース

かみかみサラダ
とうふとこまつなのみそしる
チーズ

ぎゅうにゅう　めぎす　み
そ　ひじき　くきわかめ
とうふ　あぶらあげ　だい
ず　チーズ

606 23.5 18.2 2.0

9 水

大根菜めし 牛乳 あつやきたまご
ぶたにくとじゃがいものきんぴら

だいこんとはくさいのみそしる

かつおぶし　ぎゅうにゅう
たまご　ぶたにく　あつあ
げ　みそ　だいず

619 24.5 19.2 2.0

10 木

こめこめん 牛乳
あきのごもくじる
ゆかりあえ
こんこんスナック

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あぶらあげ　かまぼこ　こ
んぶ　だいず　あおのり

678 27.1 18.3 2.0

11 金

ごはん 牛乳 【鮭の日】
さけのみそマヨネーズやき
だいこんのカレーいため
じゃがたまみそしる

ぎゅうにゅう　さけ　みそ
ぶたにく　あぶらあげ　だ
いず

624 27.6 17.0 1.9

14 月
ごはん 牛乳 やみつきチキン

こんがりキツネのわふうサラダ
もずくのみそしる

ぎゅうにゅう　とりにく
あぶらあげ　もずく　みそ
だいず

608 25.9 16.0 2.0

15 火
ごはん 牛乳 やきシシャモ

うのはないため
わふうカレーじる

ぎゅうにゅう　ししゃも
ひじき　あぶらあげ　ちく
わ　おから　ぶたにく　う
ずらたまご

660 24.4 20.7 2.1

16 水

キャロットパン 牛乳 てづくりとうふハンバーグ
こまつなとコーンのソテー
はくさいのクリームに

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とうふ　ひじき　ベーコン
しろいんげんまめ　スキム
ミルク

617 28.2 17.7 2.3

17 木

ゆでちゅうかめん 牛乳
ごまみそたんたんラーメン
はくさいのツナあえ
キャラメルポテト

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　みそ　ツナ

708 28.2 18.8 1.8

18 金

ごはん 牛乳 【食育の日　静岡県】
あじフライ 　じゃこサラダ
くろはんぺんいりしずおかふうお
でん

ぎゅうにゅう　あじ　わか
め　ちりめんじゃこ　あつ
あげ　くろはんぺん　ちく
わ　こんぶ

658 26.3 19.1 2.1

21 月

とりごぼうおこわ 牛乳 【ふるさと献立】
ホッケのみそやき
はなやさいのごまマヨネーズあえ

おぼろじる

とりにく　あぶらあげ
ぎゅうにゅう　ほっけ　み
そ　おぼろどうふ

619 29.0 20.8 2.0

22 火

ごはん 牛乳 とりにくとこうやどうふのチリ
ソースがらめ
ブロッコリーのおかかあえ
さけだんごじる

ぎゅうにゅう　とりにく
こうやどうふ　大豆　かつ
おぶし　さけ　たら　とう
ふ　みそ

647 28.2 18.0 2.0

24 木

ごはん 牛乳 【和食の日】
さばのみそに
こまつなとあぶらあげのにびたし

いちょうかまぼこのすましじる

ぎゅうにゅう　さば　みそ
あぶらあげ　とうふ　かま
ぼこ　こんぶ

630 27.9 19.0 2.0

25 金
ごはん 牛乳 てづくりツナチーズたまごやき

さつまいものごまマヨサラダ　み
ぞれじる

ぎゅうにゅう　たまご　ツ
ナ　チーズ　だいず　とう
ふ

663 22.6 21.8 1.8

28 月

麦ごはん 牛乳
あきやさいカレー
こんにゃくとわかめのサラダ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　わかめ

656 21.2 17.3 1.9

29 火
ごはん 牛乳 いわしのカリカリやき

ひじきサラダ
あまみそそぼろにくじゃが

ぎゅうにゅう　いわし　ひ
じき　ハム　ぶたにく　だ
いず　あつあげ　みそ

681 25.7 19.2 1.9

30 水

ツナピラフ 牛乳
ハンバーグのブラウンソースかけ
あおだいずとチーズのサラダ
くびきのやさいたっぷりのポトフ

ツナ　ぎゅうにゅう　とり
にく　ぶたにく　あおだい
ず　チーズ

618 25.3 20.3 1.8

令和4年　11月分 　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表 〔明治小〕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　こめあぶら　こめこ
さとう　でんぷん　ごま
さといも

しょうが　にんじん　ごぼう　こん
にゃく　だいこん　はくさい　なが
ねぎ

こめこパン　さとう　水あ
め　こめあぶら　じゃがい
も

あんず　りんご　しょうが　キャベ
ツ　もやし　こまつな　コーン　た
まねぎ　だいこん　にんじん

こめ　おおむぎ　こめあぶ
ら　さんおんとう　でんぷ
ん　じゃがいも　ごま　さ
とう　ごまあぶら

しょうが　にんにく　たまねぎ　も
やし　にんじん　はねぎ　はくさい
メンマ　キムチ　ながねぎ

こめ　こむぎこ　ごまあぶ
ら　さとう　ごま　こめあ
ぶら　じゃがいも　でんぷ
ん

キャベツ　しょうが　にら　きりぼ
しだいこん　にんじん　もやし　ほ
うれんそう　にんにく　だいこん
ほししいたけ　メンマ　ながねぎ

こめ　こめこ　こめあぶら
さとう　ごま　じゃがいも

トマト　キャベツ　にんじん　だい
こん　こまつな

こめ　おおむぎ　ごまあぶ
ら　さとう　ごま　でんぷ
ん　じゃがいも　こめあぶ
ら

だいこんば　にんじん　ごぼう　こ
んにゃく　さやいんげん　だいこん
はくさい　ながねぎ

こめこめん　でんぷん　こ
むぎこ　さつまいも　こめ
あぶら

にんじん　だいこん　ほししいたけ
えのきたけ　なめこ　ながねぎ　も
やし　キャベツ　ごぼう　れんこん
ゆかりこ

こめ　ノンエッグマヨネー
ズ　こめあぶら　さとう
じゃがいも

だいこん　にんじん　こんにゃく
さやいんげん　たまねぎ　えのきた
け　ながねぎ

こめ　さとう　ごまあぶら
ごま　こめあぶら

にんにく　しょうが　きりぼしだい
こん　キャベツ　コーン　たまねぎ
にんじん　だいこん　ながねぎ

こめ　こめあぶら　さとう
じゃがいも　カレールウ

にんじん　ごぼう　ほししいたけ
ながねぎ　たまねぎ　はくさい　こ
まつな

コッペパン　パンこ　さと
う　こめあぶら　じゃがい
も　こめこ

にんじん　たまねぎ　にんにく
キャベツ　こまつな　コーン　はく
さい

ちゅうかめん　こめあぶら
ねりごま　ごま　さつまい
も　バター　さとう

にんにく　しょうが　にんじん　ほ
ししいたけ　たまねぎ　もやし　な
がねぎ　はねぎ　はくさい　こまつ
な

こめ　こむぎこ　パンこ
こめあぶら　さとう　ごま
さといも

キャベツ　もやし　にんじん　だい
こん　こんにゃく

こめ　もち米　こめあぶら
さとう　ノンエッグマヨ
ネーズ　ごま　でんぷん

にんじん　ごぼう　しょうが　カリ
フラワー　キャベツ　ブロッコリー
えのきたけ　ながねぎ

こめ　こめあぶら　でんぷ
ん　こめこ　ごまあぶら
さとう　だいずあぶら

しょうが　にんにく　ながねぎ　ブ
ロッコリー　キャベツ　コーン　た
まねぎ　にんじん　だいこん　ごぼ
う　しめじ

こめ　さとう　ごま
しょうが　こまつな　にんじん　き
りぼしだいこん　えのきたけ　ほし
しいたけ　しらたき　みずな

こめ　ノンエッグマヨネー
ズ　さとう　さつまいも
ごま

たまねぎ　キャベツ　にんじん　は
くさい　ほししいたけ　こんにゃく
だいこん　ながねぎ

こめ　おおむぎ　こめあぶ
ら　さつまいも　カレール
ウ　こめこ　さとう　ごま

しょうが　にんにく　たまねぎ　に
んじん　しめじ　れんこん　キャベ
ツ　こんにゃく　コーン

こめ　じゃがいも　でんぷ
ん　こめこ　さとう　こめ
あぶら

もやし　こまつな　にんじん　たま
ねぎ　こんにゃく　さやいんげん

こめ　おおむぎ　こめあぶ
ら　パンこ　でんぷん　さ
とう　ハヤシルウ　じゃが
いも

にんじん　たまねぎ　コーン　さや
いんげん　キャベツ　こまつな　あ
かピーマン　だいこん　はくさい
しめじ

一食平均エネルギー：641 Kcal たんぱく質：25.8 g 脂質：18.8 g 食塩：2.0 g


