
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 牛乳 中華ライス

小魚とさつまいものアーモンド
がらめ

牛乳 豚肉 なると うずら卵
大豆 片口いわし

832 28.7 22.4 2.4

2 水
ごはん 牛乳

さわらのソース焼き
茎わかめのきんぴら いも煮汁

牛乳 さわら 茎わかめ
さつま揚げ 豚肉 豆腐

827 34.3 21.7 2.4

4 金

アップル
米粉パン

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
ゴロゴロ野菜のポトフ

牛乳 豚肉 豆腐 ウインナー
大豆

896 39.9 28.9 3.7

5 土
ごはん 牛乳 セルフのツナビビンバ

わかめのかきたまスープ
豆乳パンナコッタ

牛乳 ツナ 大豆 豆腐
わかめ 卵 豆乳

830 30.0 26.0 2.4

7 月

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
小松菜と厚揚げのみそ汁 チーズ

牛乳 めぎす ひじき
茎わかめ 厚揚げ 大豆
みそ チーズ

758 27.8 20.4 2.3

8 火

9 水

鶏ごぼう
ごはん

牛乳 【ふるさと献立】
ほっけの甘酒みそ焼き
キャベツのごまマヨあえ おぼろ汁

鶏肉 油揚げ 牛乳 ほっけ
みそ おぼろ豆腐

779 35.5 25.1 2.7

10 木
米粉めん 牛乳

秋の五目めん ゆかりあえ
こんこんスナック

牛乳 豚肉 油揚げ かまぼこ
わかめ 昆布 大豆 青のり

818 32.2 19.5 2.5

11 金
ごはん 牛乳

ぎょうざ 切り干し大根のナムル
マーボー厚揚げ

牛乳 豚肉 鶏肉 大豆
なると 厚揚げ みそ

861 30.6 24.7 2.2

14 月
ごはん 牛乳 やみつきチキン

こんがりきつねの和風サラダ
もずくのみそ汁

牛乳 鶏肉 油揚げ もずく
厚揚げ みそ 大豆

809 30.7 25.0 2.3

15 火
麦ごはん 牛乳

アップルポークカレーライス
こんにゃくと海藻のサラダ

牛乳 豚肉 大豆 わかめ 801 24.0 19.2 2.4

16 水

大根菜めし 牛乳
厚焼き玉子 ポテトサラダ
大根と白菜のみそ汁

かつお節 牛乳 卵 ツナ
油揚げ 大豆 みそ

816 27.8 26.9 2.5

17 木

ゆで中華麺 牛乳 白菜のごまみそ坦々めん
もやしのツナあえ キャラメルポテ
ト

牛乳 豚肉 大豆 みそ ツナ 895 33.2 23.9 2.3

18 金
ごはん 牛乳 【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
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
うずら卵

837 30.5 23.4 2.6

21 月
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
鮭団子汁

牛乳 鶏肉 高野豆腐 大豆
かつお節 鮭 たら みそ

809 33.4 21.1 2.6

22 火
ごはん 牛乳 セルフの焼き肉丼

ごまのりダブルポテト
中華風五目卵スープ

牛乳 豚肉 青のり 卵 813 30.3 19.9 2.1

24 木

ごはん 牛乳 【和食の日献立】  のりの佃煮
さばのごまみそ焼き
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

青のり 牛乳 さば みそ
油揚げ 豆腐 かまぼこ

803 33.9 23.0 2.6

25 金

コッペパン 牛乳 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
白菜と厚揚げのスープ

牛乳 卵 ウインナー
チーズ 青大豆 厚揚げ

867 33.2 33.1 3.3

28 月
ごはん 牛乳

チキンカツ 白菜のわかめあえ
ツナとさつまいものみそ汁

牛乳 鶏肉 大豆 わかめ
ツナ 豆腐 みそ

780 25.7 19.8 2.1

29 火
ごはん 牛乳

いかの塩こうじチーズ焼き
うの花炒め 和風カレー汁

牛乳 いか チーズ ひじき
ちくわ おから 豚肉

798 33.0 18.3 2.7

30 水

ツナコーン
ピラフ

牛乳 ハンバーグのワインソース
フレンチポテト
白菜とうずら卵のクリーム煮

ツナ 牛乳 鶏肉 豚肉
ベーコン スキムミルク
うずら卵

830 30.5 26.2 2.6

  ☆ 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。

5日（土）の代休

   今月の三和産食材

米 米油 砂糖 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
長ねぎ 玉ねぎ ほうれん草

米 米油 パン粉 でんぷん
砂糖 じゃがいも 米粉

玉ねぎ にんじん コーン グリンピース
白菜 ブロッコリー

一食平均エネルギー：823 Kcal たんぱく質：31.3 g 脂質：23.4 g 食塩：2.5 g

米 水あめ ごま 砂糖
小松菜 にんじん 切り干し大根
えのきたけ 干ししいたけ しらたき
水菜 長ねぎ

コッペパン チョコクリーム
さつまいも マヨネーズ
ごま

玉ねぎ きゅうり コーン にんじん
白菜 大根 ほうれん草

米 パン粉 ラード 油 ごま
さつまいも

にんにく しょうが 白菜 小松菜
にんじん 大根 長ねぎ

米 小麦粉 パン粉 米油
砂糖 里いも

キャベツ プチマリン みかん 大根
にんじん こんにゃく

米 米油 でんぷん 米粉
ごま油 砂糖 油

しょうが にんにく 長ねぎ キャベツ
ブロッコリー コーン ごぼう にんじん
大根 えのきたけ 玉ねぎ

米 砂糖 ごま油 米油
じゃがいも さつまいも
ごま でんぷん

しょうが にんにく にんじん 玉ねぎ
にら メンマ 白菜 ほうれん草 長ねぎ

米 大麦 米油 じゃがいも
カレールウ 米粉 砂糖 ごま

しょうが にんにく 玉ねぎ にんじん
りんご キャベツ サラダこんにゃく
コーン

米 ごま油 砂糖 ごま
でんぷん 油 じゃがいも
マヨネーズ

大根葉 にんじん コーン グリンピース
大根 えのきたけ 白菜 長ねぎ

中華麺 米油 ごま バター
さつまいも 砂糖

にんにく しょうが にんじん 玉ねぎ
干ししいたけ  白菜 長ねぎ にら
もやし コーン ほうれん草

米粉めん でんぷん 小麦粉
さつまいも 米油

にんじん 大根 干ししいたけ なめこ
えのきたけ 長ねぎ もやし 小松菜
ゆかり粉 ごぼう れんこん

米 ラード 小麦粉 油　砂糖
ごま油 ごま 米油 でんぷん

キャベツ しょうが にら 切り干し大根 もやし
にんじん ほうれん草 にんにく 干ししいたけ
玉ねぎ メンマ 大根 長ねぎ

米 砂糖 ごま油 ごま
オリーブ油

にんにく しょうが キャベツ にんじん
小松菜 コーン 玉ねぎ 白菜 長ねぎ

米 ごま油 砂糖 ごま
でんぷん 米油

にんにく しらたき 切り干し大根
にんじん ほうれん草 もやし 大根
えのきたけ 長ねぎ いちご

米 米粉 米油 砂糖
じゃがいも

キャベツ にんじん 大根 小松菜

米 米油 砂糖 甘酒 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 ほうれん草
長ねぎ

米 米油 でんぷん ごま油
さつまいも アーモンド
砂糖

にんじん 玉ねぎ メンマ 干ししいたけ
白菜 小松菜 しょうが にんにく

米 米油 米粉 砂糖 ごま
でんぷん 里いも

しょうが にんじん ごぼう こんにゃく
白菜 長ねぎ

こめ粉パン パン粉 バター
じゃがいも

りんご 玉ねぎ にんじん もやし
ほうれん草 コーン 大根 ブロッコリー

令和4年　11月分         学 校 給 食 献 立 表 〔三和中〕上越市教育委員会
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熱や力になるもの 体の調子を整えるもの

長ねぎ 大根 にんじん
白菜 なめこ さつまいも
切り干し大根


