
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(1・2群) Kcal g

1 火

野沢菜ごはん 牛乳 五目厚焼き玉子
豚肉とじゃがいものきんぴら
大根と白菜のみそ汁

牛乳　卵　鶏肉　豚肉
厚揚げ　わかめ　みそ
大豆

728 27.3

2 水
ごはん 牛乳 ポーク焼売(２こ)

もやしのナムル
野菜マーボー汁

牛乳　鶏肉　豚肉　大豆
うずら卵　みそ 820 29.7

4 金
ごはん 牛乳 鶏肉と高野豆腐のチリソース炒め

ブロッコリーのごまおかか和え
◎鮭団子汁

牛乳　鶏肉　高野豆腐
大豆　かつお節
鮭　たら　豆腐　みそ

822 32.7

7 月

ごはん 牛乳 やみつきピリ辛チキン
こんがりキツネの和風サラダ
もずくのみそ汁
ルレクチェタルト

牛乳　鶏肉　油揚げ
もずく　豆腐　みそ
大豆　豆乳

860 32.5

8 火

ごはん 牛乳 【いい歯の日献立】
◎めぎすのから揚げ(2尾)
　　ごまケチャップソースかけ
かみかみひじきサラダ
根菜のみそ汁　　　チーズ

牛乳　めぎす　ひじき
茎わかめ　高野豆腐
みそ　大豆　チーズ

792 30.2

9 水
ごはん 牛乳 厚揚げのそぼろあんかけ(２こ)

大根のカレー炒め
かきたまみそ汁

牛乳　厚揚げ　鶏肉　大豆
豚肉　卵　大豆　みそ 770 30.8

10 木

米粉めん 牛乳
秋の五目うどん汁
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 32.6

11 金

キャロットパン 牛乳 チーズオムレツ
ほうれんそうとコーンのソテー
白菜のクリーム煮

牛乳　卵　チーズ
ウインナー　白いんげん豆
スキムミルク

814 33.6

14 月
ごはん 牛乳 さわらのソース焼き

茎わかめのきんぴら
さといもみそ汁

牛乳　さわら　豚肉
茎わかめ　さつま揚げ
厚揚げ　みそ

794 31.3

15 火
麦ごはん 牛乳 秋の味覚カレー

こんにゃくとわかめのサラダ
おこめのムース

牛乳　豚肉　大豆　わかめ 870 23.4

16 水
ごはん 牛乳 さけのもみじ焼き

うの花炒め
野菜たっぷりごまみそ汁

牛乳　鮭　ひじき　油揚げ
ちくわ　おから　打ち豆
鶏肉　厚揚げ　みそ

856 36.1

17 木

ゆで中華めん 牛乳 しょうがじょうゆラーメン
はくさいのツナ和え
キャラメルポテト

牛乳　豚肉　ツナ 804 31.1

18 金

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和え
静岡風おでん

牛乳　あじ　わかめ
厚揚げ　さつま揚げ
ちくわ　昆布

742 27.0

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
ローストチーズポテト
冬野菜のポトフ

ツナ　牛乳　鶏肉
豚肉　チーズ 782 30.0

22 火

ごはん 牛乳 【ふるさと献立】
味付けのり
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
おぼろ汁

味付けのり　のり　牛乳
ほっけ　みそ
おぼろ豆腐

784 31.9

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

牛乳　さば　みそ　油揚げ
豆腐　かまぼこ　昆布 760 30.8

25 金

こめ粉パン 牛乳 チョコクリーム
さといものミートグラタン
ほうれんそうサラダ
サーモンチャウダー

牛乳　豚肉　大豆
チーズ　鮭　白いんげん豆
スキムミルク

887 39.9

28 月
ごはん 牛乳 焼き栗コロッケ

刻み昆布のオイスターいため
◎めぎすのつみれ汁

牛乳　昆布　さつま揚げ
めぎす　みそ 750 21.2

29 火
麦ごはん 牛乳 セルフの焼肉丼

ごまのりポテト
中華風もずくスープ

牛乳　豚肉　青のり
なると　もずく
うずら卵

765 27.6

30 水

ごはん 牛乳 手作り和風オムレツ
さつまいものごま和え
みぞれ汁

牛乳　ひじき　ツナ　卵
豚肉 739 24.8

一食平均エネルギー：799 Kcal
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体の調子を整えるもの(3・4群)

〔板倉中学校〕上越市教育委員会

米　パン粉　砂糖
でんぷん　ごま油　ごま
米油　じゃがいも

米　砂糖　ごま油　ごま
オリーブ油　小麦粉
米油　米粉

米　米油　砂糖　ごま
里いも

米　砂糖　でんぷん
米油　じゃがいも

米粉めん　でんぷん
米粉　さつまいも　米油

こんにゃく　キャベツ　にんじん
大根　白菜　玉ねぎ

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　コーン
ゆかり粉　ごぼう　れんこん

コッペパン　砂糖
大豆油　米油
じゃがいも　米粉

米　大麦　米油　ごま
でんぷん　じゃがいも
砂糖

熱や力になるもの(5・6群)

野沢菜漬　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　大根
白菜　長ねぎ

玉ねぎ　にんじん　もやし　小松菜
コーン　にんにく　しょうが　大根
干ししいたけ　メンマ　にら

しょうが　にんにく　長ねぎ
ブロッコリー　キャベツ　もやし
コーン　玉ねぎ　にんじん　大根
ごぼう　しめじ

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
ルレクチェ

にんじん　キャベツ　ほうれん草
コーン　玉ねぎ　白菜
ブロッコリー　クリームコーン

しょうが　大根　にんじん　メンマ
こんにゃく　さやいんげん　玉ねぎ
干ししいたけ　ほうれん草

米　米油　でんぷん　米粉
じゃがいも　ごま油　砂糖
ごま　大豆油

チョコクリーム
こめ粉パン　米油
里いも　オリーブ油
砂糖　じゃがいも

米　じゃがいも　栗
さつまいも　米油
パン粉　小麦粉

米　大麦　米油　砂糖
でんぷん　じゃがいも
ごま　ごま油

米　大麦　米油　さつまいも
カレールウ　米粉　ごま油
砂糖　ごま

米　米油　米粉　砂糖
ごま油　ごま　里いも

米　ノンエッグマヨネーズ
米油　砂糖　ねりごま
ごま

米　ごま　砂糖

中華麺　米油
さつまいも
グラニュー糖　バター

米　小麦粉　パン粉
米油　春雨　砂糖
里いも

米　砂糖　甘酒
ノンエッグマヨネーズ
ごま　でんぷん

しょうが　にんじん　メンマ
しらたき　大根　白菜　長ねぎ

にんじん　えのきたけ　しらたき
メンマ　ピーマン　白菜　大根
干ししいたけ　ごぼう　長ねぎ
しょうが

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

玉ねぎ　コーン　葉ねぎ　にんじん
ほうれん草　キャベツ　白菜
しめじ　干ししいたけ　しらたき
大根　長ねぎ

しょうが　にんにく　玉ねぎ　にんじん
大根　エリンギ　れんこん　キャベツ
サラダこんにゃく　コーン

にんじん　ごぼう　干ししいたけ
長ねぎ　しらたき　玉ねぎ　大根
ほうれん草　しょうが

キャベツ　もやし　みかん缶
大根　にんじん　しらたき

米　大麦　米油
パン粉　でんぷん
砂糖　じゃがいも

にんじん　玉ねぎ　コーン
ピーマン　パセリ　大根　白菜
れんこん　しめじ　ブロッコリー

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
ほうれん草　長ねぎ

食塩：2.4 g

しょうが　小松菜　にんじん
切干大根　大根　えのきたけ
干ししいたけ　しらたき　水菜

にんにく　しょうが　にんじん
玉ねぎ　メンマ　もやし　コーン
長ねぎ　白菜　ほうれん草

たんぱく質：30.2 g 脂質：21.7 g

玉ねぎ　キャベツ　もやし
ほうれんそう　コーン　にんじん
白菜

米　米油　砂糖
さつまいも　ごま


