
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(赤) Kcal g

1 火

のざわなごはん 牛乳
ごもくあつやきたまご
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

ぎゅうにゅう　たまご
とりにく　ぶたにく
あぶらあげ　わかめ
みそ　だいず

607 22.9

2 水

ごはん 牛乳 やきぎょうざ
もやしのナムル
やさいマーボーじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりにく　あつあげ　みそ 617 21.3

4 金

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
ブロッコリーのしおこんぶあえ
さけだんごじる

ぎゅうにゅう　とりにく
こうやどうふ　だいず
こんぶ　さけボール　さけ
たら　とうふ　みそ

643 26.9

7 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
とうふ　みそ

601 25.7

8 火

ごはん 牛乳 【いいはの日献立】
めぎすのからあげピリからソース
かみかみサラダ
こんさいみそしる　　チーズ

ぎゅうにゅう　めぎす　みそ
ひじき　くきわかめ　あぶら
あげ　だいず　チーズ

634 24.5

9 水
ごはん 牛乳 あつあげげのごまだれがけ

だいこんのカレーいため
かきたまみそしる

ぎゅうにゅう　あつあげ
ぶたにく　たまご
だいず　みそ

645 24.7

10 木

こめこめん 牛乳 あきのごもくうどんじる
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

690 27.2

11 金

キャロットパン 牛乳 ダイスチーズオムレツ
ほうれんそうとコーンのソテー
はくさいのとうにゅうクリームに

ぎゅうにゅう　たまご
チーズ　ウインナー
しろいんげんまめ　とうにゅう

649 27.9

14 月
ごはん 牛乳 さわらのソースやき

くきわかめのきんぴら
さといもみそしる

ぎゅうにゅう　さわら
ぶたにく　くきわかめ
さつまあげ　あつあげ　みそ

653 27.1

15 火

むぎごはん 牛乳 あきのこんさいカレー
こんにゃくとわかめのサラダ
みかんゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　わかめ

686 20.5

16 水
ごはん 牛乳 さけのもみじやき

うのはないため
やさいのごまみそじる

ぎゅうにゅう　さけ　ひじき
あぶらあげ　ちくわ　おから
うちまめ　とりにく　あつあげ
みそ

679 30.0

17 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 しょうがしょうゆラーメン
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
ツナ

665 27.5

18 金

ごはん 牛乳 【しょくいくの日　しずおか県】
あじフライ
わかめとみかんのさっぱりあえ
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　あつあげ
くろはんぺん　ちくわ
こんぶ

641 23.9

21 月

あっさりピラフ 牛乳
ハンバーグのワインソースかけ
はくさいフレンチサラダ
ふゆやさいのポトフ

ウインナー　ぎゅうにゅう
とりにく　ぶたにく

602 22.6

22 火

とりごぼうごはん 牛乳 【ふるさと献立】
ホッケのあまざけみそやき
花野菜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

644 29.2

24 木

ごはん 牛乳 【和食の日】
サバのごまみそやき
こまつなとおあげのにびたし
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

635 27.6

25 金

こめこパン 牛乳 チョコクリーム
しろみざかなのりんごソース
ほうれんそうサラダ
パンプキンとうにゅうポタージュ

ぎゅうにゅう　たら
ベーコン　とうにゅう

665 28.6

28 月

ごはん 牛乳 やきくりコロッケ
きざみこんぶのオイスターいため
めぎすのつみれじる

ぎゅうにゅう　こんぶ
さつまあげ　めぎす　みそ 629 19.7

29 火
ごはん 牛乳 セルフのやきにくどん

ごまのりポテト
ちゅうかふうもずくスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あおのり　なると　もずく
　うずらたまご

621 22.4

30 水

ごはん 牛乳
てづくりごもくわふうオムレツ
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　ひじき　あおだいず
ぶたにく

666 21.4

こめ　おおむぎ　こめあぶら
パンこ　でんぷん　さとう
じゃがいも

にんじん　たまねぎ　コーン　ピーマン
はくさい　もやし　ブロッコリー
だいこん　れんこん　しめじ　パセリ

にんじん　ごぼう　さやえんどう
しょうが　カリフラワー　キャベツ
ブロッコリー　コーン　えのきたけ
ほうれんそう　ながねぎ

食塩：2.0 g

こまつな　にんじん
きりぼしだいこん　だいこん
えのきたけ　ほししいたけ
しらたき　みずな

にんにく　しょうが　にんじん
たまねぎ　メンマ　もやし　コーン
ながねぎ　はくさい　ほうれんそう

たんぱく質：25.1 g 脂質：18.6 g

りんご　しょうが　キャベツ　もやし
ほうれんそう　コーン　たまねぎ
かぼちゃ　パセリ

こめ　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
こめあぶら　さとう
さつまいも　ごま

しょうが　にんじん　メンマ
しらたき　だいこん　はくさい
ながねぎ

にんじん　えのきたけ　しらたき
メンマ　ピーマン　はくさい　ごぼう
ながねぎ

しょうが　にんにく　たまねぎ　もやし
にんじん　にら　メンマ　はくさい
ほうれんそう　ながねぎ

たまねぎ　コーン　はねぎ　キャベツ
にんじん　はくさい　しめじ　ほしし
いたけ　こんにゃく　だいこんおろし
ながねぎ

しょうが　にんにく　たまねぎ　にんじん
だいこん　エリンギ　れんこん　キャベツ
サラダこんにゃく　コーン　みかん

にんじん　ごぼう　ほししいたけ
ながねぎ　しらたき　たまねぎ
だいこん　ほうれんそう　しょうが

キャベツ　もやし　みかん缶
だいこん　にんじん　しらたき

こめこパン　チョコクリーム
水あめ　さとう　こめあぶら
じゃがいも　こめこ

こめ　やきくりコロッケ　くり
じゃがいも　さつまいも
パンこ　こめあぶら　こむぎこ

こめ　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　おおむぎ　こめあぶら
さつまいも　カレールウ　こめ
こ
ごまあぶら　さとう　ごま

こめ　こめあぶら　こめこ
さとう　ごまあぶら　ごま
さといも

こめ　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
こめあぶら　さとう
ねりごま　ごま

こめ　ごま　さとう

ちゅうかめん　こめあぶら
さつまいも
グラニューとう　バター

こめ　こむぎこ　パンこ
こめあぶら　はるさめ
さとう　さといも

こめ　こめあぶら　さとう
甘酒　ノンエッグマヨネーズ
ごま　でんぷん

コッペパン　さとう
だいずあぶら　こめあぶら
じゃがいも　こめこ

こめ　おおむぎ　こめあぶら
ごま　でんぷん
じゃがいも　さとう

熱や力になるもの(黄)

のざわな　たけのこ　にんじん　きくらげ
さやえんどう　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

キャベツ　たまねぎ　にら　しょうが
にんじん　もやし　こまつな　コーン
にんにく　だいこん　ほししいたけ
メンマ

しょうが　にんにく　ながねぎ
ブロッコリー　キャベツ　もやし
コーン　たまねぎ　にんじん
だいこん　ごぼう　えのきたけ

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

にんじん　キャベツ　ほうれんそう
コーン　たまねぎ　はくさい
ブロッコリー

だいこん　にんじん　メンマ
こんにゃく　さやいんげん　たまねぎ
ほししいたけ　ほうれんそう

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

こめ　さとう　ごまあぶら
ごま　オリーブゆ

こめ　こめこ　こめあぶら
さとう　ごま　さといも

こめ　でんぷん　こめこ
ごま　さとう　こめあぶら
じゃがいも

こめこめん　でんぷん
こめこ　さつまいも
こめあぶら

トマト　こんにゃく　キャベツ
にんじん　だいこん　はくさい
たまねぎ

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

一食平均エネルギー：644 Kcal

　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表令和4年　11月分

日 曜
献　　　　　　　　立　　　　　　　　名 使　　　　用　　　　材　　　　料　　　　名

体の調子を整えるもの(緑)

〔板倉小学校〕上越市教育委員会

こめ　ラード　こむぎこ
だいずあぶら　でんぷん
さとう　ごまあぶら　ごま
こめあぶら　じゃがいも

22日 郷土料理 おぼろ汁を味わおう

おぼろ豆腐は、型に入れずに柔らかく固めた豆腐です。
上越では、法事など人が集まる時の食事で「おぼろ汁」が
出されます。
給食の豆腐は、上越産大豆から作られる豆腐です。大豆
のうま味を感じながら食べましょう。

日本全国を給食でめぐろう

●静岡おでん
牛すじ、黒はんぺん、大根、卵などの具材を串にさして、色の黒いだし汁で煮込
んだ静岡市の郷土料理です。食べる時に、青のりや魚のだし粉をかけて食べ
ます。

黒はんぺんは、駿河湾でとれるサバ、イワシなどを原料に作っているため、色

が黒くなるそうです。

18日

しずおか県



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(赤) Kcal g

1 火

のざわなごはん 牛乳 とうふハンバーグの
　　　　　　きのこあんかけ
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

ぎゅうにゅう　とうふ
ぶたにく　あぶらあげ
わかめ　みそ　だいず

656 26.0

2 水

ごはん 牛乳
やきぎょうざ
もやしのナムル
やさいマーボーじる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりにく　あつあげ
みそ

621 21.7

7 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
とうふ　みそ

602 25.7

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
こんさいみそしる
おこめのババロア

ぎゅうにゅう　めぎす
みそ　ひじき
くきわかめ　あぶらあげ
だいず　とうにゅう

645 22.0

9 水
ごはん 牛乳 あつあげのごまだれがけ

だいこんのカレーいため
うすくずじる

ぎゅうにゅう　あつあげ
ぶたにく　かまぼこ 603 21.8

10 木

こめこめん 牛乳 あきのごもくうどんじる
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

692 27.4

11 金

キャロットパン 牛乳
ダイスチーズオムレツ
ほうれんそうとコーンのソテー
はくさいのとうにゅうクリームに

ぎゅうにゅう　たまご
チーズ　ウインナー
ぶたにくしろいんげんまめ
とりにく　とうにゅう

656 28.6

14 月
ごはん 牛乳 さわらのソースやき

くきわかめのきんぴら
さといもみそしる

ぎゅうにゅう　さわら
ぶたにく　くきわかめ
さつまあげ　あつあげ　みそ

653 27.2

15 火
ごはん 牛乳 あきのこんさいカレー

こんにゃくとわかめのサラダ
みかんゼリー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　わかめ 683 20.5

16 水
ごはん 牛乳 さけのもみじやき

うのはないため
やさいのごまみそじる

ぎゅうにゅう　さけ　ひじき
あぶらあげ　ちくわ　おから
うちまめ　とりにく
あつあげ　みそ

688 30.0

17 木

ゆでちゅうかめん 牛乳 しょうがじょうゆラーメン
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
ツナ 664 26.7

18 金

ごはん 牛乳 アジのつぶマスタードやき
わかめとみかんのさっぱりあえ
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　あつあげ
くろはんぺん(卵白)
ちくわ　こんぶ

628 26.4

21 月

あっさりピラフ 牛乳 ハンバーグのワインソースかけ
はくさいフレンチサラダ
ふゆやさいのポトフ

ウインナー
ぎゅうにゅう　とりにく
ぶたにく　まめ

606 23.6

22 火

とりごぼうごはん 牛乳
【ふるさと献立】

ホッケのあまざけみそやき
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

650 29.1

24 木

ごはん 牛乳 【わしょくの日】

サバのごまみそやき
こまつなとおあげのにびたし
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

628 27.0

25 金

こめこパン 牛乳 ブルーベリージャム
しろみざかなのりんごソース
ほうれんそうサラダ
パンプキンとうにゅうポタージュ

ぎゅうにゅう　たら
ベーコン　とうにゅう 647 28.1

28 月

ごはん 牛乳
やきぐりコロッケ
きざみこんぶのちゅうかいため
めぎすのつみれじる

ぎゅうにゅう　こんぶ
さつまあげ　めぎす
みそ

625 19.5

29 火

ごはん 牛乳
セルフのやきにくどん
ごまのりポテト
ちゅうかふうもずくスープ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あおのり　なると　もずく 600 21.5

30 水

ごはん 牛乳
ししゃものあおのりやき
さつまいものごまマヨサラダ
みぞれじる

ぎゅうにゅう　ししゃも
あおのり　あおだいず
ぶたにく　とうふ

650 24.0

こめ　こめあぶら
さつまいも
ノンエッグマヨネーズ
ごま

キャベツ　にんじん　はくさい
しめじ　ほししいたけ　こんにゃく
だいこん　ながねぎ

一食平均エネルギー：642 Kcal たんぱく質：25.1 g 脂質：18.2 g 食塩：2.0 g

こめこパン　さとう
こめあぶら　じゃがいも
こめこ

ブルーベリー　りんご　しょうが
キャベツ　もやし　ほうれんそう
コーン　たまねぎ　かぼちゃ
パセリ

こめ　じゃがいも　くり
さつまいも　こめあぶら
パンこ　こむぎこ

にんじん　えのきたけ　しらたき
メンマ　ピーマン　はくさい
ごぼう　ながねぎ

こめ　こめあぶら
さとうでんぷん
じゃがいも
ごま　ごまあぶら

しょうが　にんにく　たまねぎ
もやし　にんじん　にら　メンマ
はくさい　ほうれんそう　ながねぎ

こめ　こめあぶら
でんぷん　さとう
じゃがいも

にんじん　たまねぎ　コーン　ピーマン
はくさい　もやし　ブロッコリー
だいこん　れんこん　しめじ　パセリ

こめ　こめあぶら
さとう　あまざけ
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
ごま　でんぷん

にんじん　ごぼう　さやえんどう
しょうが　カリフラワー　キャベツ
ブロッコリー　コーン　えのきたけ
ほうれんそう　ながねぎ

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

こめ　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
こめあぶら　さとう
ねりごま　ごま

にんじん　ごぼう　ほししいたけ
ながねぎ　しらたき　たまねぎ
だいこん　ほうれんそう　しょうが

ちゅうかめん　こめあぶら
さつまいも　さとう
マーガリン(乳不使用)

にんにく　しょうが　にんじん
たまねぎ　メンマ　もやし　コーン
ながねぎ　はくさい　ほうれんそう

こめ　ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ
はるさめ　さとう
さといも

キャベツ　もやし　みかんかん
だいこん　にんじん　しらたき

コッペパン　さとう
だいずあぶら
こめあぶら　じゃがいも
こめこ

にんじん　キャベツ　ほうれんそう
コーン　たまねぎ　はくさい
ブロッコリー　クリームコーン

こめ　こめあぶら
こめこ　さとう
ごまあぶら　ごま　さといも

しょうが　にんじん　メンマ
しらたき　だいこん　はくさい
ながねぎ

こめ　こめあぶら
さつまいも　カレールウ
こめこ　ごまあぶら
さとう　ごま

しょうが　にんにく　たまねぎ
にんじん　だいこん　エリンギ
れんこん　キャベツ
サラダこんにゃく　コーン　みかん

こめ　こめこ
こめあぶら
さとう　ごま　さといも

トマトジュース　こんにゃく
キャベツ　にんじん　だいこん
はくさい　たまねぎ　みかん

こめ　でんぷん　こめこ
ごま　さとう　こめあぶら

だいこん　にんじん　メンマ
こんにゃく　さやいんげん
はくさい　えのきたけ　たまねぎ

こめこめん　でんぷん
こめこ　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　ほうれんそう
ながねぎ　もやし　キャベツ
あかしそ　ごぼう　れんこん

こめ　こめあぶら　ごま
さとう　でんぷん
じゃがいも

のざわな　しいたけ　えのきたけ
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　ラード　こむぎこ
だいずあぶら　さとう
ごまあぶら　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
にんじん　もやし　こまつな
コーン　にんにく　だいこん
ほししいたけ　メンマ

こめ　さとう
ごまあぶら　ごま
オリーブゆ

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

令和4年　11月分 　　　　学　校　給　食　こ　ん　だ　て　表 〔豊原小学校〕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(黄) 体の調子を整えるもの(緑)

22日 郷土料理 おぼろ汁を味わおう

おぼろ豆腐は、型に入れずに柔らかく固めた豆腐です。
上越では、法事など人が集まる時の食事で「おぼろ汁」
が出されます。
給食の豆腐は、上越産大豆から作られる豆腐です。大
豆のうま味を感じながら食べましょう。

日本全国を給食でめぐろう
18日

しずおか県

●静岡おでん
牛すじ、黒はんぺん、大根、卵などの具材を串にさして、色の黒いだし汁で
煮込んだ静岡市の郷土料理です。食べる時に、青のりや魚のだし粉をかけ
て食べます。

黒はんぺんは、駿河湾でとれるサバ、イワシなどを原料に作っているため、

色が黒くなるそうです。


