
日 曜 血や筋肉のもとになるもの 熱や力のもとになるもの
エネルギー

（kcal)
たんぱく質

（g）

1 木

カレーうどん
ポテトのチーズ焼き
 牛乳

豚肉,うずら卵水煮,なると,
ベーコン,ピザチーズ,牛乳

冷凍うどん,油,でんぷん,
じゃがいも

790 33.6

2 金

ゆかりご飯    千草焼き
野菜たっぷりの味噌汁
牛乳

鶏肉,ひじき,たまご,鶏肉,
油揚げ,みそ,牛乳

米,麦,油,砂糖,さつまいも 790 28.6

5 月

チリービーンズライス
じゃがいものサラダ
くだもの    牛乳

豚肉,大豆,牛乳 米,油,砂糖,じゃがいも 851 28.7

6 火

プルコギ丼
くきわかめのきんぴら
ぶどうゼリー 牛乳

豚肉,わかめ,粉寒天,ゼラチ
ン,牛乳

米,麦,油,砂糖,でんぷん,ごま 862 31.5

7 水

マーガリンパン   鮭のパン粉焼き
白菜とベーコンのスープ
牛乳

鮭,たまご,ベーコン,牛乳
マーガリンパン,ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬ
ﾑ,小麦粉,マヨネーズ,ソフトパ
ン粉,じゃがいも,油

786 33.4

8 木
ご飯　　ひじきとツナの佃煮
野菜のごま和え　　焼き鳥風煮
牛乳

ひじき,ツナ水煮,鶏肉,牛乳
米,麦,砂糖,ごま,練りごま,
じゃがいも,油

798 29.5

9 金
キャロットピラフ　コーン卵スープ
チーズケーキ　牛乳

ベーコン,鶏肉,たまご,粉
チーズ,クリームチーズ,牛乳

米,麦,バター,油,じゃがいも,
小麦粉,グラニュー糖

966 27.6

12 月
吹き寄せご飯　さんまの筒煮
吉野汁
牛乳

鶏肉,油揚げ,さんま,焼き竹
輪,牛乳

米,もち米,油,むき栗,砂糖,
乾麺,でんぷん

956 37.1

13 火
黒糖きなこ揚げパン　ワンタンス－プ
タピオカ入りフルーツポンチ
牛乳

きな粉,豚肉,牛乳

ショートニングパン,砂糖黒砂
糖,
油,ウェーブワンタン,
タピオカパール

878 29.1

14 水
きんぴらご飯　五目たまご焼き
味噌汁
牛乳

豚肉,たまご,鶏肉,ひじき,生
わかめ,生揚げ,みそ,牛乳

米,油,砂糖 783 35.9

15 木
きのこクリームｽﾊﾟｹﾞﾃｲ
ツナサラダ　くだもの
牛乳

鶏肉,ベーコン,牛乳,粉チー
ズ,ツナ水煮,牛乳

スパゲッテイ,油,小麦粉,バ
ター,生クリーム,砂糖

798 27.9

16 金
中華丼　春雨サラダ
ミニトマト
牛乳

豚肉,いか,うずら卵水煮,
ボンレスハム,牛乳

米,油,でんぷん,緑豆春雨
(乾),砂糖

698 29.1

19 月
かてめし　ゼリーフライ
きのこの味噌汁
牛乳

高野豆腐,油揚げ,豚ひき
肉,大豆ミート,おから,たま
ご,牛乳,生わかめ,豆腐,み
そ,牛乳

米,麦,砂糖,油,じゃがいも,小
麦粉,ソフトパン粉

823 28.4

20 火
しょうゆラーメン
大学いも
牛乳

豚肉,生わかめ,牛乳
むし中華麺,油,ラード,砂糖,
さつまいも,水あめ

813 26.3

21 水
ご飯　　じゃこふりかけ
豚肉のマスタード焼き
のっぺい汁　牛乳

ちりめんじゃこ,粉かつお,
塩昆布,豚肉,粉チーズ,鶏
肉,牛乳

米,麦,ごま,三温糖,ソフトパン
粉,油,里芋,でんぷん

797 31.8

22 木
ビスキュイパン
野菜スープ
くだもの　牛乳

たまご,豚肉,レンズ豆,牛乳
ショートニングパン,バター,砂
糖,小麦粉,アーモンドﾊﾟｳﾀﾞｰ,
油,じゃがいも

757 25.7

23 金
さつま芋ご飯．
魚の竜田揚げ　豚汁
牛乳

さば,豚肉,豆腐,みそ,牛乳
米,もち米,さつまいも,ごま,で
んぷん,油,じゃがいも

864 36.4

26 月
ソース焼きそば
スパイシーポテトビーンズ
くだもの　牛乳

豚肉,あおのり,大豆,牛乳
むし中華麺,油,でんぷん,
じゃがいも

777 28.5

27 火
中華おこわ
じゃがいもの中華風胡麻和え
明日葉団子スープ　牛乳

焼き豚,ロースハム,豚肉,牛
乳

米,もち米,油,じゃがいも,
三温糖,すりごま,白玉粉

792 27

28 木
五目ご飯　ホッケの一夜干し
肉じゃが
牛乳

大豆,ひじき,鶏肉,油揚げ,
ほっけ開き,豚肉,さつま揚
げ,牛乳

米,麦,砂糖,油,じゃがいも 833 39.3

29 木
二種フランス
フレンチサラダ　ブイヤベース
牛乳

ベーコン,あさりむきみ,いか,
たら,牛乳

ソフトフランスパン,
ソフトマーガリン,砂糖,油,
じゃがいも

751 28.4

30 金
ジャンバラヤ　ABCマカロニスープ
かぼちゃドーナツ
牛乳

鶏肉,ウィンナー,ソーセー
ジ,豚肉,たまご,牛乳

米,麦,バター,油,ＡＢＣマカロ
ニ,小麦粉,上新粉,砂糖

907 25.9

◎学校行事や食材費等の都合により、献立の変更並びに回数が少なくなることがあります。 825 30.4

　 820 31.0

生姜,人参,長葱,大根,ごぼう,こんにゃく,白菜

にんにく,生姜,玉葱,人参,キャベツ
,りょくとうもやし,ピーマン,
ぶなしめじ,りんご

１０月分　一日あたりの平均

1人1回当たりの学校給食摂取基準

人参,たけのこ水煮,干し椎茸,さやいんげん,
糸こんにゃく,玉葱

人参,たけのこ水煮,干し椎茸,にんにく,
ぶなしめじ,玉葱,大根,明日葉

人参,たけのこ水煮,干し椎茸,
さやいんげん,糸こんにゃく,
玉葱

人参,たけのこ水煮,干し椎茸,さやいんげん,
糸こんにゃく,玉葱

玉葱,人参,エリンギ,えのきたけ,ぶなしめじ,
生姜,キャベツ,大根,小松菜,柿

人参,玉葱,たけのこ水煮,干し椎茸,白菜,
チンゲンサイ,きゅうり,キャベツ,もやし,生姜,
ミニトマト

干し椎茸,糸こんにゃく,人参,ごぼう,
さやいんげん,玉葱,長葱,大根,
ぶなしめじ,えのきたけ

生姜,にんにく,玉葱,人参,粒コーン缶,小松菜,
もやし,長葱

大根,人参,ごぼう,こんにゃく,長葱

セロリー,玉葱,キャベツ,人参,さやいんげん,
えのきたけ,みかん

玉葱,人参,白菜,粒コーン缶

小松菜,人参,キャベツ,生姜,長葱

にんじんジュース(缶詰),玉葱,人参,
マッシュルーム水煮,冷凍グリンピース,
粒コーン缶,セロリー,小松菜

人参,ごぼう,ぶなしめじ,生姜,こんにゃく,長葱,
小松菜

人参,りょくとうもやし,長葱,キャベツ,小松菜,
みかん缶,パイン缶,黄桃缶

ごぼう,糸こんにゃく,人参,さやいんげん,長葱,
大根,ぶなしめじ,えのきたけ

栄　養　価

体の調子をよくするもの

玉葱,人参,小松菜,長葱

ゆかり,生姜,玉葱,人参,たけのこ水煮,干し椎茸,
冷凍グリンピース,ごぼう,大根,長葱,こんにゃく

にんにく,生姜,セロリー,玉葱,人参,
マッシュルーム水煮,トマトジュース,
トマトピューレ,赤パプリカ,きゅうり,粒コーン缶,
マスカット(粒)

玉葱,人参,りょくとうもやし,にら,生姜,にんにく,
ごぼう,こんにゃく,ぶどう(濃縮還元ｼﾞｭｰｽ）

とれたて村給食　15日　しめじ
                              29日　にんにく　届きます。

令和2年１０月　給食献立予定表
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