
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 ぎゅうにゅう ちゅうかライス

こざかなとさつまいものアーモンド
がらめ

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると うずらたまご
だいず かたくちいわし

671 24.7 20.1 2.0

2 水
ごはん ぎゅうにゅう さわらのソースやき

くきわかめのきんぴら
いもにじる

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

661 28.2 18.4 2.0

4 金

アップル
こめこパン

ぎゅうにゅう
てづくりとうふハンバーグ
ほうれんそうとコーンのソテー
ゴロゴロやさいのポトフ

ぎゅうにゅう ぶたにく
とうふ ウインナー だいず

695 31.1 26.1 2.8

7 月
ごはん ぎゅうにゅう

セルフのツナビビンバ
わかめのかきたまスープ
とうにゅうパンナコッタ

ぎゅうにゅう ツナ だいず
わかめ たまご とうにゅう

668 23.9 21.2 2.0

8 火

ごはん ぎゅうにゅう  【いい歯の日こんだて】
めぎすのからあげピリからソース
かみかみサラダ
こまつなとあつあげのみそしる
ミニチーズ

ぎゅうにゅう めぎす ひじき
くきわかめ あつあげ
だいず みそ チーズ

597 23.0 17.0 1.8

9 水

とりごぼう
ごはん

ぎゅうにゅう

【ふるさとこんだて】
ほっけのあまざけみそやき
キャベツのごまマヨあえ
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
おぼろとうふ

628 27.3 21.6 2.1

10 木
こめこめん ぎゅうにゅう

あきのごもくめん 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 わかめ
こんぶ だいず あおのり

660 26.3 17.4 2.1

11 金
ごはん ぎゅうにゅう ぎょうざ

きりぼしだいこんのナムル
マーボーあつあげ

ぎゅうにゅう ぶたにく
とりにく だいず なると
あつあげ みそ

697 26.2 22.1 1.8

14 月
ごはん ぎゅうにゅう やみつきチキン

こんがりきつねのわふうサラダ
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
あつあげ だいず

651 25.9 21.8 1.9

15 火

むぎごはん ぎゅうにゅう

アップルポークカレーライス
こんにゃくとかいそうのサラダ

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず わかめ

659 21.2 17.4 1.9

16 水

だいこんなめし ぎゅうにゅう

あつやきたまご ポテトサラダ
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 ツナ あぶらあげ
だいず みそ

677 23.7 24.6 2.0

17 木

ゆでちゅうかめん ぎゅうにゅう

はくさいのごまみそたんたんめん
もやしのツナあえ
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

735 26.9 22.0 1.9

18 金
ごはん ぎゅうにゅう

【食育の日：静岡県】  あじフライ
みかんとわかめのさっぱりあえ
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 うずらたまご

684 25.7 21.2 2.2

21 月
ごはん ぎゅうにゅう

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 だいず みそ
かつおぶし さけ たら

662 28.5 18.8 2.2

22 火
ごはん ぎゅうにゅう

セルフのやきにくどん
ごまのりダブルポテト
ちゅうかふうごもくたまごスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
あおのり たまご

643 24.6 16.7 1.7

24 木

ごはん ぎゅうにゅう
【和食の日こんだて】
さばのごまみそやき
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

あおのり ぎゅうにゅう
さば みそ あぶらあげ
とうふ かまぼこ

626 27.1 18.7 2.0

25 金

コッペパン ぎゅうにゅう
チョコクリーム
ウインナーチーズオムレツ
さつまいものサラダ
はくさいとあつあげのスープ

ぎゅうにゅう たまご
ウインナー チーズ だいず
あつあげ

685 26.9 28.7 2.5

28 月
ごはん ぎゅうにゅう

チキンカツ はくさいのわかめあえ
ツナとさつまいものみそしる

ぎゅうにゅう とりにく
だいず わかめ ツナ
とうふ みそ

622 21.9 17.4 1.7

29 火

ごはん ぎゅうにゅう

いかのしおこうじやき
うのはないため
わふうカレーじる

ぎゅうにゅう いか ひじき
ちくわ おから ぶたにく

629 26.1 15.1 2.2

30 水

ツナコーン
ピラフ

ぎゅうにゅう ハンバーグのワインソース
フレンチポテト
はくさいのクリームに

ツナ ぎゅうにゅう
とりにく ぶたにく
ベーコン

662 24.6 21.4 2.2

  ☆ 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。

令和4年　11月分       　　  学 校 給 食 こ ん だ て 表 〔上杉小〕上越市教育委員会

日 曜
献      立      名 使   用   材   料   名　（ ★ 太 字 は 三 和 区 産 ）

熱や力になるもの 体の調子を整えるもの
こめ あぶら でんぷん
ごまあぶら さつまいも
アーモンド さとう

にんじん たまねぎ メンマ はくさい
ほししいたけ こまつな しょうが
にんにく

こめ あぶら こめこ さとう
ごま でんぷん さといも
くるまふ

しょうが にんじん ごぼう こんにゃく
はくさい ながねぎ

こめこパン パンこ バター
じゃがいも

りんご たまねぎ にんじん もやし
ほうれんそう コーン だいこん
ブロッコリー

こめ ごまあぶら さとう
ごま はるさめ でんぷん
あぶら

にんにく しらたき きりぼしだいこん
にんじん ほうれんそう だいこん
もやし えのきたけ ながねぎ いちご

こめ こめこ あぶら
さとう じゃがいも

キャベツ にんじん だいこん こまつな

こめ あぶら さとう
あまざけ ごま マヨネーズ
でんぷん

にんじん ごぼう しょうが キャベツ
ブロッコリー えのきたけ ほうれんそう
ながねぎ

こめこめん でんぷん
こむぎこ さつまいも
あぶら

にんじん だいこん ほししいたけ
なめこ えのきたけ ながねぎ もやし
こまつな ゆかり ごぼう れんこん

こめ こむぎこ あぶら
さとう ごまあぶら ごま
でんぷん

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

こめ さとう ごまあぶら
ごま オリーブあぶら

にんにく しょうが キャベツ にんじん
こまつな コーン たまねぎ はくさい
ながねぎ

こめ おおむぎ あぶら
じゃがいも 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
りんご キャベツ サラダこんにゃく
コーン

こめ ごまあぶら さとう
ごま でんぷん あぶら
じゃがいも マヨネーズ

だいこん葉 だいこん にんじん コーン
グリンピース えのきたけ はくさい
ながねぎ

ちゅうかめん あぶら ごま
バター さつまいも さとう

にんにく しょうが にんじん たまねぎ
干ししいたけ  はくさい ながねぎ にら
もやし コーン ほうれんそう

こめ こむぎこ パンこ
あぶら さとう さといも

キャベツ プチマリン みかん だいこん
にんじん こんにゃく

こめ あぶら でんぷん
こめこ ごまあぶら さとう
あぶら

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

こめ さとう ごまあぶら
あぶら じゃがいも ごま
さつまいも でんぷん

しょうが にんにく にんじん たまねぎ
にら メンマ はくさい 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
えのきたけ ほししいたけ しらたき
みずな ながねぎ

コッペパン チョコクリーム
さつまいも マヨネーズ
ごま

たまねぎ きゅうり コーン にんじん
はくさい だいこん ほうれんそう

こめ パンこ ラード あぶら
ごま さつまいも

にんにく しょうが はくさい こまつな
にんじん だいこん ながねぎ

  今月
こ ん げ つ

の三
さ ん

和
わ

産
さ ん

食材
しょくざい

こめ あぶら さとう ごま
じゃがいも カレールウ

しょうが にんにく ごぼう にんじん
ながねぎ たまねぎ ほうれんそう

こめ あぶら パンこ さとう
でんぷん じゃがいも
こめこ

たまねぎ にんじん コーン はくさい
グリンピース ブロッコリー

一食平均エネルギー：661 Kcal たんぱく質：25.7 g 脂質：20.4 g 食塩：2.1 g

ながねぎ だいこん にんじん
はくさい なめこ さつまいも
きりぼしだいこん



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 ぎゅうにゅう ちゅうかライス

こざかなとさつまいものアーモンド
がらめ

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると うずらたまご
だいず かたくちいわし

671 24.7 20.1 2.0

2 水
ごはん ぎゅうにゅう さわらのソースやき

くきわかめのきんぴら
いもにじる

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

656 27.9 18.5 2.0

4 金

アップル
こめこパン

ぎゅうにゅう
てづくりとうふハンバーグ
ほうれんそうとコーンのソテー
ゴロゴロやさいのポトフ

ぎゅうにゅう ぶたにく
とうふ ウインナー だいず

695 31.1 26.1 2.8

7 月
ごはん ぎゅうにゅう

セルフのツナビビンバ
わかめのかきたまスープ
とうにゅうパンナコッタ

ぎゅうにゅう ツナ だいず
わかめ たまご とうにゅう

667 23.9 21.2 2.0

8 火

ごはん ぎゅうにゅう

 【いい歯の日こんだて】
めぎすのからあげピリからソース
かみかみサラダ
こまつなとあつあげのみそしる
ミニチーズ

ぎゅうにゅう めぎす ひじき
くきわかめ あつあげ
だいず みそ チーズ

597 23.0 17.0 1.8

9 水

とりごぼう
ごはん

ぎゅうにゅう

【ふるさとこんだて】
ほっけのあまざけみそやき
キャベツのごまマヨあえ
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
おぼろとうふ

628 27.3 21.6 2.1

10 木
こめこめん ぎゅうにゅう

あきのごもくめん 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 わかめ
こんぶ だいず あおのり

660 26.3 17.4 2.1

11 金
ごはん ぎゅうにゅう

ぎょうざ
きりぼしだいこんのナムル
マーボーあつあげ

ぎゅうにゅう ぶたにく
とりにく だいず なると
あつあげ みそ

697 26.2 22.1 1.8

14 月
ごはん ぎゅうにゅう やみつきチキン

こんがりきつねのわふうサラダ
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
あつあげ だいず

651 25.9 21.8 1.9

15 火

むぎごはん ぎゅうにゅう

アップルポークカレーライス
こんにゃくとかいそうのサラダ

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず わかめ

660 21.1 17.4 1.9

16 水

だいこんなめし ぎゅうにゅう

あつやきたまご ポテトサラダ
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 ツナ あぶらあげ
だいず みそ

677 23.7 24.6 2.0

17 木

ゆでちゅうかめん ぎゅうにゅう はくさいのごまみそたんたんめん
もやしのツナあえ
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

735 26.9 22.0 1.9

18 金
ごはん ぎゅうにゅう

【食育の日：静岡県】  あじフライ
みかんとわかめのさっぱりあえ
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 うずらたまご

684 25.7 21.2 2.2

21 月
ごはん ぎゅうにゅう

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 だいず みそ
かつおぶし さけ たら

662 28.5 18.8 2.2

22 火
ごはん ぎゅうにゅう

セルフのやきにくどん
ごまのりダブルポテト
ちゅうかふうごもくたまごスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
あおのり たまご

643 24.6 16.7 1.7

24 木

ごはん ぎゅうにゅう
【和食の日こんだて】
さばのごまみそやき
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

あおのり ぎゅうにゅう
さば みそ あぶらあげ
とうふ かまぼこ

626 27.1 18.7 2.0

25 金

コッペパン ぎゅうにゅう
チョコクリーム
ウインナーチーズオムレツ
さつまいものサラダ
はくさいとあつあげのスープ

ぎゅうにゅう たまご
ウインナー チーズ だいず
あつあげ

685 26.9 28.7 2.5

28 月
ごはん ぎゅうにゅう

チキンカツ はくさいのわかめあえ
ツナとさつまいものみそしる

ぎゅうにゅう とりにく
だいず わかめ ツナ
とうふ みそ

622 21.9 17.4 1.7

29 火
ごはん ぎゅうにゅう いかのしおこうじやき

うのはないため
わふうカレーじる

ぎゅうにゅう いか ひじき
ちくわ おから ぶたにく

629 26.1 15.1 2.2

30 水

ツナコーン
ピラフ

ぎゅうにゅう ハンバーグのワインソース
フレンチポテト
はくさいのクリームに

ツナ ぎゅうにゅう
とりにく ぶたにく
ベーコン

662 24.6 21.4 2.2

  ☆ 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。

  今月
こ ん げ つ

の三
さ ん

和
わ

産
さ ん

食材
しょくざい

こめ あぶら さとう ごま
じゃがいも カレールウ

しょうが にんにく ごぼう にんじん
ながねぎ たまねぎ ほうれんそう

こめ あぶら パンこ さとう
でんぷん じゃがいも
こめこ

たまねぎ にんじん コーン はくさい
グリンピース ブロッコリー

一食平均エネルギー：660 Kcal たんぱく質：25.7 g 脂質：20.4 g 食塩：2.1 g

こめ ごま さとう
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 ながねぎ

コッペパン チョコクリーム
さつまいも マヨネーズ
ごま

たまねぎ きゅうり コーン にんじん
はくさい だいこん ほうれんそう

こめ パンこ ラード あぶら
ごま さつまいも

にんにく しょうが はくさい こまつな
にんじん だいこん ながねぎ

こめ こむぎこ パンこ
あぶら さとう さといも

キャベツ プチマリン みかん だいこん
にんじん こんにゃく

こめ あぶら でんぷん
こめこ ごまあぶら さとう
あぶら

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

こめ さとう ごまあぶら
あぶら じゃがいも ごま
さつまいも でんぷん

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

こめ おおむぎ あぶら
じゃがいも 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
りんご キャベツ サラダこんにゃく
コーン

こめ ごまあぶら さとう
ごま でんぷん あぶら
じゃがいも マヨネーズ

だいこん葉 だいこん にんじん コーン
グリンピース えのきたけ はくさい
ながねぎ

ちゅうかめん あぶら ごま
バター さつまいも さとう

にんにく しょうが にんじん たまねぎ
干ししいたけ  はくさい ながねぎ にら
もやし コーン ほうれんそう

こめこめん でんぷん
こむぎこ さつまいも
あぶら

にんじん だいこん ほししいたけ
なめこ えのきたけ ながねぎ もやし
こまつな ゆかり ごぼう れんこん

こめ こむぎこ あぶら
さとう ごまあぶら ごま
でんぷん

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

こめ さとう ごまあぶら
ごま オリーブあぶら

にんにく しょうが キャベツ にんじん
こまつな コーン たまねぎ はくさい
ながねぎ

こめ ごまあぶら さとう
ごま はるさめ でんぷん
あぶら

にんにく しらたき きりぼしだいこん
にんじん ほうれんそう だいこん
もやし えのきたけ ながねぎ いちご

こめ こめこ あぶら
さとう じゃがいも

キャベツ にんじん だいこん こまつな

こめ あぶら さとう
あまざけ ごま マヨネーズ
でんぷん

にんじん ごぼう しょうが キャベツ
ブロッコリー えのきたけ ほうれんそう
ながねぎ

こめ あぶら でんぷん
ごまあぶら さつまいも
アーモンド さとう

にんじん たまねぎ メンマ はくさい
ほししいたけ こまつな しょうが
にんにく

こめ あぶら こめこ さとう
ごま でんぷん さといも

しょうが にんじん ごぼう こんにゃく
はくさい ながねぎ

こめこパン パンこ バター
じゃがいも

りんご たまねぎ にんじん もやし
ほうれんそう コーン だいこん
ブロッコリー

令和4年　11月分       　　  学 校 給 食 こ ん だ て 表 〔美守小〕上越市教育委員会

日 曜
献      立      名 使   用   材   料   名　（ ★ 太 字 は 三 和 区 産 ）

熱や力になるもの 体の調子を整えるもの

ながねぎ だいこん にんじん
はくさい なめこ さつまいも
きりぼしだいこん



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 ぎゅうにゅう ちゅうかライス

こざかなとさつまいものアーモンド
がらめ

ぎゅうにゅう ぶたにく
なると うずらたまご
だいず かたくちいわし

667 24.4 19.5 2.0

2 水
ごはん ぎゅうにゅう さわらのソースやき

くきわかめのきんぴら
いもにじる

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

656 27.8 18.5 2.0

4 金

アップル
こめこパン

ぎゅうにゅう
てづくりとうふハンバーグ
ほうれんそうとコーンのソテー
ゴロゴロやさいのポトフ

ぎゅうにゅう ぶたにく
とうふ ウインナー だいず

680 30.8 25.0 2.7

7 月
ごはん ぎゅうにゅう

セルフのツナビビンバ
わかめのかきたまスープ
とうにゅうパンナコッタ

ぎゅうにゅう ツナ だいず
とうふ わかめ たまご
とうにゅう

671 25.2 22.2 2.0

8 火

ごはん ぎゅうにゅう
 【いい歯の日こんだて】
めぎすのからあげピリからソース
かみかみサラダ
こまつなとあつあげのみそしる
ミニチーズ

ぎゅうにゅう めぎす ひじき
くきわかめ あつあげ
だいず みそ チーズ

597 23.1 17.0 1.9

9 水

とりごぼう
ごはん

ぎゅうにゅう

【ふるさとこんだて】
ほっけのあまざけみそやき
キャベツのごまマヨあえ
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
おぼろとうふ

630 27.5 21.7 2.1

10 木
こめこめん ぎゅうにゅう

あきのごもくめん 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 わかめ
こんぶ だいず あおのり

661 26.3 17.4 2.1

11 金
ごはん ぎゅうにゅう ぎょうざ

きりぼしだいこんのナムル
マーボーあつあげ

ぎゅうにゅう ぶたにく
とりにく だいず なると
あつあげ みそ

693 25.9 21.7 1.8

14 月

15 火

むぎごはん ぎゅうにゅう

アップルポークカレーライス
こんにゃくとかいそうのサラダ

ぎゅうにゅう ぶたにく
だいず わかめ

649 20.6 17.1 1.9

16 水

だいこんなめし ぎゅうにゅう

あつやきたまご ポテトサラダ
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 ツナ あぶらあげ
だいず みそ

675 23.6 24.4 2.0

17 木

ゆでちゅうかめん ぎゅうにゅう はくさいのごまみそたんたんめん
もやしのツナあえ
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

728 26.6 21.5 1.9

18 金
ごはん ぎゅうにゅう

【食育の日：静岡県】  あじフライ
みかんとわかめのさっぱりあえ
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 うずらたまご

671 25.1 20.1 2.2

21 月
ごはん ぎゅうにゅう

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 だいず みそ
かつおぶし さけ たら

655 27.8 18.5 2.1

22 火
ごはん ぎゅうにゅう

セルフのやきにくどん
ごまのりダブルポテト
ちゅうかふうごもくたまごスープ

ぎゅうにゅう ぶたにく
あおのり たまご

643 24.5 16.6 1.7

24 木

ごはん ぎゅうにゅう
【和食の日こんだて】
さばのごまみそやき
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

あおのり ぎゅうにゅう
さば みそ あぶらあげ
とうふ かまぼこ

626 26.9 18.7 2.0

25 金

コッペパン ぎゅうにゅう
チョコクリーム
ウインナーチーズオムレツ
さつまいものサラダ
はくさいとあつあげのスープ

ぎゅうにゅう たまご
ウインナー チーズ だいず
あつあげ

683 26.9 28.7 2.5

28 月
ごはん ぎゅうにゅう

チキンカツ はくさいのわかめあえ
ツナとさつまいものみそしる

ぎゅうにゅう とりにく
だいず わかめ ツナ
とうふ みそ

612 21.2 16.6 1.7

29 火
ごはん ぎゅうにゅう いかのしおこうじやき

うのはないため
わふうカレーじる

ぎゅうにゅう いか ひじき
ちくわ おから ぶたにく

629 26.0 15.0 2.2

30 水

ツナコーン
ピラフ

ぎゅうにゅう ハンバーグのワインソース
フレンチポテト
はくさいのクリームに

ツナ ぎゅうにゅう
とりにく ぶたにく
ベーコン

663 24.4 21.0 2.2

  ☆ 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。

  今月
こ ん げ つ

の三
さ ん

和
わ

産
さ ん

食材
しょくざい

こめ あぶら さとう ごま
じゃがいも カレールウ

しょうが にんにく ごぼう にんじん
ながねぎ たまねぎ ほうれんそう

こめ あぶら パンこ さとう
でんぷん じゃがいも
こめこ

たまねぎ にんじん コーン はくさい
グリンピース ブロッコリー

一食平均エネルギー：657 Kcal たんぱく質：25.5 g 脂質：20.1 g 食塩：2.1 g

こめ ごま さとう
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 ながねぎ

コッペパン チョコクリーム
さつまいも マヨネーズ
ごま

たまねぎ きゅうり コーン にんじん
はくさい だいこん ほうれんそう

こめ パンこ ラード あぶら
ごま さつまいも

にんにく しょうが はくさい こまつな
にんじん だいこん ながねぎ

こめ こむぎこ パンこ
あぶら さとう さといも

キャベツ プチマリン みかん だいこん
にんじん こんにゃく

こめ あぶら でんぷん
こめこ ごまあぶら さとう
あぶら

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

こめ さとう ごまあぶら
あぶら じゃがいも ごま
さつまいも でんぷん

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

こめ おおむぎ あぶら
じゃがいも 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
りんご キャベツ サラダこんにゃく
コーン

こめ ごまあぶら さとう
ごま でんぷん あぶら
じゃがいも マヨネーズ

だいこん葉 だいこん にんじん コーン
グリンピース えのきたけ はくさい
ながねぎ

ちゅうかめん あぶら ごま
バター さつまいも さとう

にんにく しょうが にんじん たまねぎ
干ししいたけ  はくさい ながねぎ にら
もやし コーン ほうれんそう

こめこめん でんぷん
こむぎこ さつまいも
あぶら

にんじん だいこん ほししいたけ
なめこ えのきたけ ながねぎ もやし
こまつな ゆかり ごぼう れんこん

こめ こむぎこ あぶら
さとう ごまあぶら ごま
でんぷん

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

12日（土）の振替休日

こめ ごまあぶら さとう
ごま でんぷん あぶら

にんにく しらたき きりぼしだいこん
にんじん ほうれんそう だいこん
もやし えのきたけ ながねぎ いちご

こめ こめこ あぶら
さとう じゃがいも

キャベツ にんじん だいこん こまつな

こめ あぶら さとう
あまざけ ごま マヨネーズ
でんぷん

にんじん ごぼう しょうが キャベツ
ブロッコリー えのきたけ ほうれんそう
ながねぎ

こめ あぶら でんぷん
ごまあぶら さつまいも
アーモンド さとう

にんじん たまねぎ メンマ はくさい
ほししいたけ こまつな しょうが
にんにく

こめ あぶら こめこ さとう
ごま でんぷん さといも

しょうが にんじん ごぼう こんにゃく
はくさい ながねぎ

こめこパン パンこ バター
じゃがいも

りんご たまねぎ にんじん もやし
ほうれんそう コーン だいこん
ブロッコリー

令和4年　11月分       　　  学 校 給 食 こ ん だ て 表 〔里公小〕上越市教育委員会

日 曜
献      立      名 使   用   材   料   名　（ ★ 太 字 は 三 和 区 産 ）

熱や力になるもの 体の調子を整えるもの

ながねぎ だいこん にんじん
はくさい なめこ さつまいも
きりぼしだいこん


