
エネルギー たん白質 脂質
食塩
相当量

主食 飲み物 お　か　ず 血や肉になるもの Kcal g g g

1 火

だいこん
なめし

牛乳 【ふるさと献立】
あつあげのにくみそがけ
だいこんのきんぴら
おぼろじる

ちりめんじゃこ　みそ
ぎゅうにゅう　あつあげ
ぶたにく　おぼろどうふ
あおだいず　さつまあげ

605 26.6 19.0 2.1

2 水

ごはん 牛乳 あじのみそマヨネーズやき
ふくじんづけあえ
なだちやさいのわふうカレースー
プ

ぎゅうにゅう　あじ
みそ　ぶたにく 647 25.3 18.5 1.5

4 金
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
あきやさいのみそしる

ぎゅうにゅう　とりにく
あぶらあげ　とうふ
みそ　だいず

601 25.4 14.7 1.8

7 月

こめこめん はっこう
にゅう
マスカット
あじ

きせつのかきたまじる
コンコンスナック
ゆかりあえ

のむヨーグルト　たまご
あぶらあげ　かまぼこ
だいず　あおのり

606 23.5 11.8 1.5

8 火

ごはん 牛乳 【いい歯の日献立】
めぎすのやくみやき
カミカミかいそうサラダ
とうふとこまつなのみそしる

ぎゅうにゅう　めぎす
ひじき　くきわかめ
あおだいず　とうふ
だいず　みそ

606 25.0 16.6 1.6

9 水

こめこパン 牛乳 ブルーベリージャム
チーズハンバーグ
さつまいものようふうサラダ
はくさいのクリームに

ぎゅうにゅう　ぶたにく
ぎゅうにく　チーズ
ベーコン　いんげんまめ

652 29.3 20.4 2.3

10 木

とりごぼう
ごはん

牛乳 ふとまきたまご
ごまずあえ
なだちやさいのみそしる

とりにく　あぶらあげ
ぎゅうにゅう　たまご
ツナ　とうふ　みそ

613 25.2 18.6 2.3

11 金

ごはん 牛乳 【竹田勘兵衛にちなんだ献立】
さけのワインソース
シルクサラダ
みずのめぐみスープ

ぎゅうにゅう　さけ
かまぼこ 605 26.1 13.3 1.7

14 月

ちゅうかめん 牛乳 ごまみそタンタンスープ
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　のり

717 28.0 19.4 2.0

16 水
ごはん 牛乳 あきいろやきにく

チーズパンプキン
はくさいのみそしる

ぎゅうにゅう　ぶたにく
チーズ　あぶらあげ
みそ

650 26.6 16.2 1.9

17 木
ごはん 牛乳 めぎすのてんぷら

くきわかめのサラダ
すきやきふうに

ぎゅうにゅう　めぎす
くきわかめ　ハム
ぶたにく　やきどうふ

644 26.7 19.6 1.6

18 金
ごはん 牛乳 あつあげのごまだれがけ

こんぶあえ
さといもとだいこんのそぼろに

ぎゅうにゅう　あつあげ
こんぶ　ぶたにく
だいず　とうふ

639 26.1 17.6 1.5

21 月

りょくちゃ
ごはん

牛乳 【食育の日　静岡県】
あじフライ
みかんのさっぱりあえ
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

640 23.8 18.9 2.0

22 火
ごはん 牛乳 ギョーザ

だいこんのカレーいため
あきやさいマーボー

ぎゅうにゅう　ぶたにく
とりにく　さつまあげ
だいず　あつあげ　みそ

672 24.6 18.7 1.9

24 木

あじわい
ごはん

牛乳 【和食の日献立】
さばのごまみそやき
にびたし
あきのすましじる

こんぶ　ぎゅうにゅう
さば　みそ　あぶらあげ
とうふ　かまぼこ

616 26.6 18.4 1.9

25 金
ごはん 牛乳 ふとまきたまご

あつあげとキャベツのツナいため
さといもとんじる

ぎゅうにゅう　たまご
あつあげ　ツナ　みそ
ぶたにく　うちまめ

617 26.7 15.3 1.9

28 月
ごはん 牛乳 おいだれやきとり

うのはなのいために
みぞれじる

ぎゅうにゅう　とりにく
ひじき　ちくわ　おから
ぶたにく　とうふ

602 26.5 15.7 1.8

29 火

むぎごはん 牛乳 なだちやさいのツナカレーあき
バージョン
こんにゃくとわかめのサラダ

ぎゅうにゅう　ツナ
いんげんまめ　わかめ
ハム

619 19.9 15.4 2.3

30 水

コッペパン 牛乳 りんごジャム
てづくりたまごやき
じゃがいものサラダ
きせつやさいのミネストローネ

ぎゅうにゅう　ツナ
チーズ　たまご
ベーコン　いんげんまめ

615 26.2 20.9 2.6

食塩：1.9 g一食平均エネルギー：630 Kcal

しょうが　にんじん　キャベツ
こまつな　だいこん　はくさい
ごぼう　ながねぎ

ほうれんそう　にんじん
キャベツ　たまねぎ　だいこん
さやいんげん　しょうが

たんぱく質：25.7 g 脂質：17.3 g

りんご　にんにく　にんじん
こんにゃく　ほうれんそう
えのきたけ　はくさい　だいこん
ながねぎ
しょうが　にんにく　たまねぎ
だいこん　はくさい　かぼちゃ
サラダこんにゃく　こまつな
コーン

りんご　さやいんげん　キャベツ
にんじん　きゅうり　にんにく
だいこん　はくさい　かぼちゃ
トマト　パセリ

こめ　こめあぶら
こむぎこ　さとう　ごま
でんぷん　ごまあぶら

こめ　こむぎこ　さとう
でんぷん　マヨネーズ
こめあぶら　ごま　ふ

こめ　さとう　でんぷん
こめあぶら　さといも

こめ　こめこ　ごま
さとう　でんぷん
こめあぶら　さといも

こめ　おおむぎ
こむぎこ　パンこ
こめあぶら　さとう
さといも

こめ　こむぎこ
ごまあぶら　でんぷん
こめあぶら　さとう

キャベツ　にら　しょうが
だいこん　にんじん　こんにゃく
さやいんげん　にんにく
ながねぎ　はくさい　かぼちゃ

にんじん　きりぼしだいこん
こまつな　えのきたけ　はくさい
ながねぎ

こめ　ごま　さとう

にんじん　ごぼう　こんにゃく
ながねぎ　しょうが　かぼちゃ
はくさい　ほうれんそう

キャベツ　コーン　にんじん
しらたき　えのきたけ
はくさい　ながねぎ

キャベツ　みかんかん　だいこん
にんじん　こんにゃく

サラダこんにゃく　キャベツ
こまつな　なますかぼちゃ
えのきたけ　ながねぎ

たまねぎ　しょうが　キャベツ
にんじん　きゅうり　はくさい
コーン　ブロッコリー

にんじん　ごぼう　ほうれんそう
もやし　だいこん　キャベツ
かぼちゃ

こめ　おおむぎ　ごま
こめあぶら　さつまいも
カレールウ　ごまあぶら

コッペパン
りんごジャム　さとう
こめあぶら　じゃがいも

こめ　こめあぶら　さとう
じゃがいも

ちゅうかめん　さとう
こめあぶら　ねりごま
ごま　ごまあぶら
さつまいも　バター

にんにく　しょうが　にんじん
ほししいたけ　はくさい　もやし
ながねぎ　ほうれんそう

こめ　おおむぎ　ごま
ごまあぶら　さとう
こめあぶら　でんぷん

こめ　ごまあぶら　ごま
さとう　アーモンド
こめあぶら　じゃがいも

こめこパン
ブルーベリージャム
さとう　パンこ　こめこ
さつまいも　こめあぶら

こめ　おおむぎ
こめあぶら　さとう
でんぷん　ごま

ながねぎ　しょうが　キャベツ
にんじん　こまつな

熱や力になるもの

だいこんば　にんにく　だいこん
にんじん　えのきたけ
なめこ　ながねぎ

キャベツ　こまつな　にんじん
ふくじんづけ　にんにく
とうがん　かぼちゃ

にんにく　しょうが　こまつな
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　だいこん　えのきたけ
なめこ　ながねぎ　れんこん
ごぼう　もやし　キャベツ
きゅうり　ゆかりこ

こめ　マヨネーズ　ごま
こめあぶら　さつまいも
カレールウ

こめ　さとう
ごまあぶら　ごま
こめあぶら　さつまいも

こめこめん　でんぷん
こむぎこ　さつまいも
こめあぶら　ごま

☆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。ご了承ください。

こめ　こめあぶら
こめこ　さとう
でんぷん　マカロニ
ごま　はるさめ

　　　　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

〔宝田小〕上越市教育委員会

【１１月名立産野菜】

とうがん・だいこんば

だいこん・ながねぎ

かぼちゃ・じゃがいも

こなつな・あじみな

はくさい・にんにく

２１日（月）は、静岡県にちなんだ給食を味わいます。静岡県は、日本一のお茶どころです。
そこで、主食は「緑茶」で炊いた『緑茶ごはん』です。緑茶の色や香りが感じられると思います。
また、真あじの養殖、みかんの栽培が盛んで、どちらも全国一位の生産量です。給食は、あじフ
ライとみかんの和え物で味わいます。そして、静岡のご当地グルメ『静岡おでん』があります。
静岡では、具を串に刺し、子どものおやつとして、駄菓子屋でも売られているそうです。具材に
は、静岡の名産品の黒はんぺんを入れました。


