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血や肉や骨になる食品 熱や力のもとになる食品 体の調子を整える食品

（あか） （きいろ） （みどり） (kcal) （ｇ）

牛乳　とり肉　 うどん　あぶら にんにく　しょうが　たまねぎ
あぶらあげ こんにゃく　ごま にんじん　たけのこ　干ししいたけ
みそ　わかめ さとう　こむぎこ ねぎ　こまつな　もやし　ほうれんそう
たまご りんご　バター りんごジュース　りんご
牛乳　とり肉 米　バター にんじん　セロリ　たまねぎ　
とうにゅう あぶら マッシュルーム　しめじ
生クリーム　ベーコン　 こめこ　 パセリ　はくさい
ツナ　ウインナー じゃがいも なし
牛乳 ミルクパン にんにく　パセリ
モウカサメ　粉チーズ パン粉 キャベツ　にんじん
ベーコン　とり肉 あぶら　さとう セロリ　たまねぎ
いんげんまめ じゃがいも ホールコーン
牛乳 米 にんにく　セロリ　たまねぎ
とり肉 こめこ にんじん　マッシュルーム

バター キャベツ　きゅうり　パイン缶
さとう　あぶら みかん

牛乳 スパゲティ　あぶら セロリ　にんにく　たまねぎ　にんじん
とり肉　えび　いか こめこ マッシュルーム　ホールトマト
クリームチーズ　たまご さとう ピーマン　キャベツ　きゅうり
生クリーム こむぎこ ホールコーン　レモン　ブルーベリー
牛乳 米　こめこ にんじん　ごぼう　
とうふ　あぶらあげ あぶら　さとう 干ししいたけ
はたはた しらたき　こんにゃく ねぎ
とり肉 ごま　でんぷん だいこん
牛乳 ちゅうかめん にんにく　しょうが　ねぎ
とり肉 あぶら たまねぎ　にんじん　たけのこ
えび でんぷん 干ししいたけ　にら
あおのり じゃがいも　ごま かき
牛乳　さけ　さば 米 ごぼう　れんこん　にんじん
だいず あぶら　こんにゃく 干ししいたけ　さやいんげん　
あぶらあげ さとう　ごま だいこん
みそ さつまいも　ねりごま ねぎ
牛乳 食パン　さとう セロリ　たまねぎ
とり肉 バター　マーガリン にんじん
だいず ねりごま　ごま　 マッシュルーム

じゃがいも　こめこ みかん
牛乳 米　あぶら パセリ　にんにく　キャベツ
たら　粉チーズ ごま　パン粉 きゅうり　にんじん　ホールコーン
みそ　とうふ アーモンドスライス レモン　たまねぎ　えのきたけ
生わかめ じゃがいも　さとう こまつな
牛乳　とり肉 米 しょうが　にんじん
こうやどうふ あぶら 干ししいたけ　さやいんげん　
さけ　みそ さとう だいこん　ねぎ
とうふ じゃがいも りんご
牛乳 ソフトフランスパン にんにく　たまねぎ
とり肉 あぶら　さとう ホールトマト　なす
チーズ こめこ にんじん　エリンギ　キャベツ

じゃがいも ホールコーン　こまつな
牛乳 米　ごま たまねぎ　にんじん
花むすび あぶら　さとう 干ししいたけ　
とり肉　たまご アーモンド キャベツ　こまつな　かぶ
あぶらあげ　みそ じゃがいも さやいんげん　
牛乳 米　あぶら　こめこ にんにく　しょうが　セロリ　
とり肉 じゃがいも　チャツネ たまねぎ　にんじん
わかめ バター　こむぎこ ホールトマト　きゅうり　キャベツ

ごま　パン粉　さとう キャベツ
牛乳 米 にんにく　しょうが　干ししいたけ
とり肉　ぶた肉 あぶら　さとう きくらげ　たけのこ　にんじん
いか　えび　うずら卵 くず粉　ごま キャベツ　ねぎ　もやし
みそ はるさめ　ねりごま にら　はくいさい　かき
牛乳　とり肉 スパゲティ にんにく　たまねぎ　まいたけ
とうにゅう こめこ　さとう　 しめじ　エリンギ　ホールトマト
生クリーム バター キャベツ　きゅうり　にんじん
かいそうミックス あぶら りんご
牛乳 米　もち米 ごぼう　しめじ
とり肉　あぶらあげ さつまいも　 にんじん　さやいんげん
ししゃも さとう さやいんげん　
みそ　わかめ じゃがいも みかん
牛乳　さけ 米 しょうが　ねぎ　こねぎ
とり肉 あぶら にんにく　にんじん　たまねぎ
たまご　みそ じゃがいも　さとう ホールコーン　もやし
ベーコン　 でんぷん こまつな
牛乳 パンプキンパン にんにく　たまねぎ
とり肉　 あぶら　こめこ ホールトマト
だいず さとう　さつまいも 赤ピーマン
生クリーム バター ピーマン

＊牛乳は毎日つきます。

＊献立は都合により変更することがあります。御了承ください。

＊エネルギー量、たんぱく質量の数値は、中学年のものです。

　 ・  さつま芋　 ８０ｇ ① さつま芋は皮をむき、蒸してつぶす。
　 ・ 牛乳 　　　　１０ｇ ② 牛乳を温め、砂糖を溶かし入れる。
　 ・ さとう　　　　　６ｇ ③ ②に①を混ぜ入れ、生クリームとバターを加える。
　 ・  生クリーム　２ｇ ④ オーブン又は、トースターでこんがり焼く。
　 ・  バター　　　  ２ｇ 　　　（トースター：1000ｗ　約10分）

　　　（オーブン：　200℃　約20分）

　　スイートポテト

　　今月の給食目標　『　栄養を考えて食事をしよう　』

19 水 ぶどうパン
ムサカ風

（なすとじゃが芋のミートソース）

野菜スープ

31 月 パンプキンパン
チリコンカン

スイートポテト

わかめごはん
和風厚焼き卵
アーモンド和え

みそ汁

26 水

21 金 カレーライス
チキンカツ

わかめサラダ

秋の香りごはん
焼きししゃも

みそ汁
みかん

628 21.5

　　　　　　スパゲティ
  　　きのこのトマトクリーム

海藻サラダ
焼きりんご

601 19.8

25 火 中華丼
坦々スープ

柿
615 24.5

28 金 鮭チャーハン
マーボーじゃが

中華風コーンスープ
672 25.5

27 木 659 23.7

644 25.7

18 火 高野豆腐のそぼろ丼
十勝汁
りんご

695 32.3

719 24.2

20 木

17 月 ごまごはん
たらのアーモンド焼き

ポテト入りサラダ
みそ汁

624 27.0

695 28.2

14 金 セサミトースト
チキンビーンズ

みかん
677 24.8

13 木 　　　　　　　ごはん
鮭の塩麹焼き or 鯖のスパイシー焼き

野菜の炒め煮
根菜ごま汁

676 24.4

12 水 えび焼きそば
ポテトの香味あえ

柿
603 24.8

11 火 どんどろけめし
はたはたの南蛮漬け

じゃぶ煮
612 22.2

7 金
スパゲティ

海の幸ソース 　　　　　キャロットソースサラダ
　　　　ブルーベリーチーズケーキ

693 25.5

6 木 ハヤシライス
ラム酒入りサラダ

みかん
678 17.9

5 水 ミルクパン
魚のハーブパン粉焼き

チロル風サラダ
豆と野菜のスープ

647 28.7

令和４年　１０月　給食予定献立表

日
曜
日 主食 おかず

使　わ　れ　て　い　る　主　な　材　料 エネル
ギー量

たんぱ
くしつ

4 火 カレーピラフ
～きのこソース～

白菜とベーコンのスープ煮
梨

692 20.8

3 月 田舎うどん
ごま酢あえ

りんご蒸しパン
653 24.6
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