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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 ちゅうかめん にんにく　しょうが　にんじん
えび　うずら卵 あぶら　さとう 干ししいたけ　たけのこ　もやし
ベーコン　 くず粉　さつまいも たまねぎ　はくさい

水あめ　ごま チンゲンサイ
牛乳　さけ　たまご 米　 干ししいたけ　しめじ
きざみのり　とうふ さとう　あぶら えのきたけ　さやいんげん
わかめ ごま にんじん　たまねぎ
ホイップクリーム チョコレートシロップ みかん缶　パイン缶　もも缶　洋なし缶
牛乳　ぶた肉　とり肉 ミルクパン　あぶら たまねぎ　にんじん　マッシュルーム
生クリーム じゃがいも にんにく　セロリ　かぶ
チーズ バター キャベツ　こまつな
ベーコン　 おしむぎ りんご
牛乳　 米 たまねぎ　にんじん　しょうが
ぶた肉　ひじき あぶら　パン粉 だいこん　ほうれんそう　キャベツ
とうふ　たまご　 さとう　ごま もやし
あぶらあげ　みそ くず粉 かぶ
牛乳　 うどん　でんぷん たまねぎ　にんじん
とり肉　あぶらあげ あぶら　こめこ ねぎ
いか アーモンド こまつな
だいず　 さとう しょうが
牛乳 ミルクパン　あぶら にんにく　セロリ　たまねぎ
ぶた肉　 こむぎこ ホールトマト　にんじん
チーズ　ベーコン バター　パン粉 キャベツ　こまつな
レンズ豆 じゃがいも バジル
牛乳 米　さつまいも にんじん　キャベツ
さけ エッグケアマヨ きゅうり
みそ さとう ゆず
あぶらあげ　わかめ あぶら だいこん
牛乳 米 にんにく　しょうが　たまねぎ
ぶた肉 あぶら にんじん　干ししいたけ
あぶらあげ　 こんにゃく ごぼう　はくさい
けずりぶし こめこ えのきたけ　こまつな　かき
牛乳 米 にんにく　しょうが　ねぎ
ぶた肉 あぶら　ごま にんじん　たけのこ　干ししいたけ
とうふ さとう　くず粉 にら　たまねぎ　もやし
みそ ワンタン皮 りんご
牛乳 ラーメン にんにく　しょうが　たまねぎ
ぶた肉 あぶら にんじん　キャベツ　もやし
ハム ごま　さとう ねぎ　きゅうり　レモン
たまご しらたまこ パイン缶　みかん缶　もも缶　りんご缶
牛乳　こんぶ　生あげ 米　さとう　 だいこん
はんぺん　さつまあげ こんにゃく
ちくわ　つみれ　たまご じゃがいも
だいず　きなこ　とうにゅう こめこ　あぶら
牛乳 米 干ししいたけ　ねぎ　にんじん
ぶた肉　とり肉 あぶら チンゲンサイ　にんにく
えび さとう　でんぷん しょうが　たまねぎ
たまご しゅうまいの皮 たけのこ　はくさい
牛乳　とり肉 食パン にんにく　たまねぎ
ツナ　ベーコン　チーズ　 あぶら ホールトマト　ピーマン
とうにゅう バター セロリ　かぼちゃ　
生クリーム こめこ　さとう パセリ
牛乳 米 しめじ　にんじん
とり肉　あぶらあげ もち米 はくさい　
ししゃも あぶら ねぎ
わかめ　みそ　 みかん
牛乳 スパゲティ　あぶら　 セロリ　にんにく　たまねぎ
ぶた肉　えび　いか バター　こめこ にんじん　ホールトマト
ツナ　かいそう ごま ピーマン
かんてん さとう りんご
牛乳 米　あぶら　 たまねぎ　ねぎ　しょうが
だいず　ツナ でんぷん　さとう 干ししいたけ　にんじん　ほうれんそう
あおのり　たまご さといも はくさい　　もやし　だいこん
けずりぶし くず粉 しめじ　ねぎ　こまつな
牛乳 米 にんにく　セロリ　たまねぎ
もうかさめ あぶら　こめこ にんじん　しめじ　
ぶた肉 パン粉 さやいんげん
ひよこまめ あぶら　さつまいも ココナッツミルク
牛乳　 米　あぶら はくさい
いか こむぎこ もやし

さつまいも　 こまつな
でんぷん　さとう オレンジ

牛乳　とり肉　ぶた肉 米　もち米 しめじ　にんじん
あぶらあげ さつまいも　ぎんなん ごぼう　だいこん
きびなご　あおのり あぶら　こめこ ねぎ　こまつな
とうふ　だいず　みそ じゃがいも みかん
牛乳　 パン　ちゅうかめん たまねぎ　にんじん
ぶた肉　とり肉 こめこ　さつまいも キャベツ　もやし　セロリ
あおのり　ベーコン バター さやいんげん　れんこん
とうにゅう あぶら ごぼう　かぼちゃ

＊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。

28 月 天丼
おひたし

早香（みかん×ポンカン）
699 21.1

25

695 27.129 火 吹き寄せおこわ
小魚のいそべ揚げ

呉汁
愛媛みかん

30 水 焼きそばパン
豆乳こめこシチュー
秋の野菜チップス

613 20.8

金 　　　 ターメリックライス

焼きししゃも
みそ汁

早生みかん
600 23.2

  白身魚のフライ
秋のカレーシチュー

699 25.3

15 火
ハム入り

しょうゆラーメン
舟きゅうり

白玉フルーツポンチ
600 22.2

18 金
ピザトースト

南瓜のポタージュ
パン耳ラスク

637 21.7

17 木 チャーハン
えび入りシューマイ

白菜スープ
622 25.1

679 24.7

9 水 焼きカレーパン
レンズ豆のスープ
ポテトの香草あえ

600 23.6

14 月 マーボー丼
ワンタンスープ

りんご（王林）
690 26.3

11 金 すみちゃんカレー
白菜のおかか和え

柿
671 20.8

10 木 さつま芋ごはん
鮭のもみじ焼き

ゆずドレッシングサラダ
大根のみそ汁

令和４年　１１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

2 水
秋の

ちらし寿司
すまし汁

　　　　　チョコレートパフェ（洋梨入り）
600 22.8

1 火
白菜とエビの

あんかけ焼きそば
中華風スープ

大学芋
685 23.5

4 金 ミルクパン
シェパーズパイ
スコッチブロス

りんご（ジョナゴールド）

644 25.4

8 火
　
　　　　鶏南蛮うどん

　　　　　　　　いかのかりん揚げ
　　　　　　　きなこ豆 or ココア豆

681 33.4

7 月 ごはん
和風ハンバーグ

ごま和え
かぶのみそ汁

699 28.7

　
　読書月間にあわせ、図書室と給食室がコラボ☆
物語に出てくるメニューを給食で再現します。
　食事シーンが印象的な本等から紹介しますので
おたのしみに！

　　　　　今月の給食目標　『感謝して食べよう』

16 水 茶飯
おでん

ソイビーンズクッキー
686 25.6

22 火 シーフードスパゲティ
海藻サラダ

りんご（サンふじ）
617 23.5

21 月 秋の山路ごはん

24 木
ごはん（甘辛揚げ大豆）

ツナ入り卵焼き
土佐和え
吉野汁

663 26.9

イギリス

おはなし給食 ～読書月間×給食～

かみかみ

セレクトメニュー

ほしじいたけ

ほしばあたけ

和食の日

捨てない

パンやの挑戦

ピザの日

いい歯の日

ハンバーグを

つくろうよ！

きつねの

ホイティ

崖の上の

ポニョ

『いかのかりん揚げ』＆『ココア豆』

を提供します。

よく噛んで、丈夫な歯をつくりましょう。

http://www.taka.co.jp/tada/detail.php?id=1098&cid=7&cid2=44

