
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

キャロット

パン
牛乳 手作り豆腐ハンバーグ

ほうれん草とコーンのソテー

白菜とうずら卵のクリーム煮

牛乳　豚肉　豆腐　ひじき

豆乳　ベーコン　うずら卵

白いんげん豆
844 37.8

2 水

大根

菜めし
牛乳

厚焼き玉子

豚肉とじゃが芋のきんぴら

大根と白菜のみそ汁

かつお節　牛乳　卵　豚肉

厚揚げ　みそ　大豆
783 29.9

4 金
麦ごはん 牛乳 秋野菜カレーライス

こんにゃくとわかめのサラダ

ヨーグルト

牛乳　豚肉　青大豆

わかめ　ヨーグルト
870 28.4

7 月
ごはん 牛乳 やみつきチキン

こんがりキツネの和風サラダ

もずくのみそ汁

牛乳　鶏肉　油揚げ

もずく　厚揚げ　みそ　大

豆
759 32.6

8 火

ごはん 牛乳 【いい歯の日献立】

めぎすの唐揚げピリ辛ソース

かみかみサラダ

豆腐と小松菜のみそ汁

角チーズ

牛乳　めぎす　みそ

ひじき　茎わかめ　豆腐

大豆　チーズ
756 30.6

9 水

米粉めん 牛乳
秋の五目汁

ゆかりあえ

こんこんスナック

牛乳　豚肉　油揚げ

かまぼこ　昆布

大豆　青のり
849 33.4

10 木

ごはん 牛乳 鶏肉と高野豆腐のチリソースがらめ

ブロッコリーのおかかあえ

鮭だんご汁

牛乳　鶏肉　高野豆腐

大豆クラッシュ　かつお節

鮭　たら　豆腐　みそ
794 33.3

11 金

ごはん 牛乳 【鮭の日】

鮭のみそマヨネーズ焼き

大根のカレー炒め

かき卵みそ汁

牛乳　鮭　みそ　豚肉

卵　大豆
791 36.7

14 月

ごはん 牛乳 ぎょうざ

切り干し大根のごまサラダ

マーボー厚揚げ

牛乳　豚肉　鶏肉　厚揚げ

大豆　うずら卵　みそ
844 31.1

15 火

鶏ごぼ

う

ごはん

牛乳 【ふるさと献立】

ホッケのみそ焼き

花野菜のごまマヨスパサラダ

おぼろ汁

鶏肉　油揚げ　牛乳

ほっけ　みそ　おぼろ豆腐
864 37.5

16 水

ゆで中華麺 牛乳
ごまみそ坦々ラーメン

白菜のツナ和え

キャラメルポテト

牛乳　豚肉　大豆

みそ　ツナ
888 35.1

17 木
ごはん 牛乳 いわしのカリカリ焼き

コーンとわかめのサラダ

親子煮

牛乳　まいわし　わかめ

鶏肉　厚揚げ　卵
836 32.5

18 金
ごはん 牛乳 鰆のソースソース

茎わかめのきんぴら

さといも豚汁

牛乳　さわら　茎わかめ

さつま揚げ　豚肉　豆腐

大豆　みそ
808 34.1

21 月

ごはん 牛乳 【食育の日　～静岡県～】

あじフライ

わかめとみかんのさっぱりあえ

黒はんぺん入り静岡風おでん

牛乳　あじ　わかめ　厚揚

げ

黒はんぺん　ちくわ　昆布
801 29.5

22 火

あっさ

り

ピラフ

牛乳
ハンバーグのトマトソースかけ

白菜フレンチサラダ

冬野菜のポトフ

ウインナー　牛乳

鶏肉　豚肉
751 27.7

24 木

ごはん 牛乳 【和食の日】

サバのごまみそ焼き

小松菜と油揚げの煮びたし

いちょうかまぼこのすまし汁

牛乳　さば　みそ　油揚げ

豆腐　かまぼこ　昆布
773 33.7

25 金
ごはん 牛乳 手作りツナチーズ卵焼き

さつま芋のごまマヨサラダ

みぞれ汁

牛乳　卵　ツナ　チーズ

青大豆　豚肉
819 28.2

28 月
麦ごはん 牛乳 セルフの焼き肉丼

ごまのりポテト

中華風五目卵スープ

牛乳　豚肉　青のり　卵 756 27.5

29 火

こめ粉

パン

牛乳 チョコクリーム

白身魚のりんごソース

ほうれん草サラダ

パンプキン豆乳ポタージュ

加糖練乳　牛乳

たら切り身

ベーコン　豆乳
875 37.6

30 水
ごはん 牛乳 焼きししゃも

うの花炒め

和風カレー汁

牛乳　ししゃも　ひじき

油揚げ　ちくわ　おから

青大豆　豚肉　うずら卵
817 30.3

★献立は、食材料の入荷状況Ｏ１５７・ノロウイルス対策のために、変更する場合があります。
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〔浦川原中〕上越市教育委員会

米　米粉　米油　砂糖

ごま　じゃがいも

米粉めん　でんぷん

小麦粉　さつまいも　米油

米　米油　でんぷん　米粉

ごま油　砂糖　大豆油

トマトジュース　キャベツ

にんじん　大根　小松菜

米　大麦　米油

パン粉　でんぷん

砂糖　じゃがいも

米　マヨネーズ　米油

砂糖　じゃがいも

にんじん　ごぼう　しょうが　キャ

ベツ  ブロッコリー　コーン　えのき

たけ  ほうれん草　長ねぎ

にんにく　しょうが　にんじん

干ししいたけ　玉ねぎ　もやし

長ねぎ　にら　白菜　ほうれん草

しょうが　にんじん　メンマ　こん

にゃく

大根　白菜　なめこ　長ねぎ

大根　にんじん　メンマ　こんにゃ

く

さやいんげん　玉ねぎ　ほうれん草

にんじん　大根　干ししいたけ

えのきたけ　なめこ　ほうれん草

長ねぎ　もやし　キャベツ　ゆかり

粉  ごぼう　れんこん

コッペパン　パン粉

無塩バター　じゃがいも

米粉

熱や力になるもの

にんじん　玉ねぎ　キャベツ

ほうれん草　コーン　白菜

大根葉　にんじん　ごぼう　しらた

き  さやいんげん　大根　白菜　長ね

ぎ

しょうが　にんにく　玉ねぎ　にん

じん  しめじ　れんこん　キャベツ

サラダこんにゃく　コーン

にんにく　しょうが　切干大根

キャベツ　コーン　玉ねぎ

にんじん　大根　長ねぎ

米　大麦　ごま油　砂糖

ごま　とうもろこしでん粉

でんぷん　ひまわり油

じゃがいも　米油

米　大麦　米油　さつまい

も　カレールウ　米粉

砂糖　ごま

米　砂糖　ごま油

ごま　オリーブ油

米　米油　砂糖

じゃがいも　カレールウ

米　米油　砂糖　さつまい

も　マヨネーズ　ごま

米　大麦　米油　三温糖

でんぷん　じゃがいも

ごま　ごま油

こめ粉パン　チョコクリー

ム　水あめ　砂糖　米油

じゃがいも　米粉

米　米油　砂糖

スパゲッティ　マヨネーズ

ごま　でんぷん

米　ラード　小麦粉　大豆

油　とうもろこしでん粉

砂糖

ごま油　ごま　米油

しょうが　にんにく　長ねぎ  ブロッ

コリー　キャベツ　コーン  玉ねぎ

にんじん　大根　ごぼう　しめじ

キャベツ　しょうが　にら　切干大

根  にんじん　もやし　ほうれん草

にんにく　大根　干ししいたけ　メ

ンマ

中華麺　米油　ねりごま

ごま　さつまいも

無塩バター　グラニュー糖

米　ごま　砂糖

米　じゃがいも　でんぷん

米粉　米油　ごま　砂糖

米　米油　米粉

砂糖　ごま　里いも

米　小麦粉　パン粉

米油　砂糖　里いも

キャベツ　もやし　みかん缶

大根　にんじん　こんにゃく

にんじん　玉ねぎ　コーン　ピーマ

ン

白菜　もやし　ブロッコリー　大根

れんこん　しめじ　トマト

食塩：2.5 g一食平均エネルギー：814 Kcal

小松菜　にんじん　切干大根

えのきたけ　干ししいたけ

しらたき　水菜

キャベツ　もやし　にんじん　コー

ン  玉ねぎ　干ししいたけ　さやいん

げん

たんぱく質：32.4 g 脂質：22.5 g

玉ねぎ　キャベツ　にんじん　白菜

しめじ　干ししいたけ　こんにゃく

大根おろし　長ねぎ

しょうが　にんにく　玉ねぎ　もや

し  にんじん　にら　メンマ　白菜

ほうれん草　長ねぎ

りんご　しょうが　キャベツ　もや

し  ほうれん草　コーン　玉ねぎ

かぼちゃ　パセリ

にんじん　ごぼう　干ししいたけ

長ねぎ　玉ねぎ　白菜　ほうれん草

「給食で日本を旅しよう！」～静岡県～
毎月19日は、「食育の日」です。今月は、２１日に

静岡県の郷土料理をいただきましょう。
静岡県は、『まあじ』の養殖が盛んで、また『みか

ん』の栽培も盛んです。
また『静岡おでん』は、魚の皮や骨もすりつぶして

作った『黒はんぺん』が入っているのが特徴的です。

ふるさと献立

11月は、上越市の郷土料理である

「おぼろ汁」をいただきます。

おぼろ豆腐を使った汁物です。お

ぼろ豆腐は、やわらかくてとろける

ような食感が特徴的です。

11月11日は「鮭の日」
「鮭」という漢字のつくりの

部分をばらすと『十一 十 一』
になること、秋サケの旬の時季
であることに由来して制定され
ました。


